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凡例と注釈：
■  各出来事の発生時刻を特定できた場合、その情報は原則として 3 月 11 日～ 3 月 31 日の間に限って記載した。
    ただし、地震 / 余震の発生、自衛隊の活動、福島第 1 原子力発電所事故にかかわる出来事、基礎的インフラの復旧等にかかわる出来事については、4 月 1 日～

5 月 11 日の期間についても発生時刻を記載した。
　  また、日本国外における出来事の発生時刻は、日本時間に準拠して記載した。

■  発生時刻を特定できない出来事および発生時刻を記載しないものとした出来事については、冒頭に「・」を付した。
　  冒頭「・」を付して記載した出来事は、必ずしもその発生時刻の順に配列されているとは限らない。

■  発生日を特定できない出来事については、その日付を推定のうえ記載し、冒頭に「 ‐ 」を付した。

■  各出来事に関する出典は、それぞれの末尾に [　　] で括って示した。
    出典のうち特に頻出するものについては略号を用いた。用いた資料の詳細および略号との対照については、「東日本大震災クロニクル資料一覧（List of 

References for the Great East Japan Earthquake Chronicle）」を参照。
   また Web Site を参照した場合、当該団体・組織・機関・イベントなどの名称を [W:（団体・組織・機関・イベント等の名称）] として示した。Web Site を参

照した団体・組織・機関・イベントなどの詳細については、「東日本大震災クロニクル　資料一覧（List of References for the Great East Japan Earthquake 
Chronicle）」を参照。

     ただし、防衛省・自衛隊の Web Site を参照した場合は、ただ [SDF] とのみ表記した。

■「自衛隊」の列に記載した出来事の冒頭にある「陸自」、「海自」、「空自」、「原子力」は以下を意味する。
　  「陸自」：大規模地震災害派遣による自衛隊の活動のうち、陸上自衛隊によるもの。
　  「海自」：大規模地震災害派遣による自衛隊の活動のうち、海上自衛隊によるもの。
　  「空自」：大規模地震災害派遣による自衛隊の活動のうち、航空自衛隊によるもの。
　  「原子力」：原子力災害派遣による自衛隊の活動。
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全般 国/政治経済 原発/東電 自衛隊 米軍/米国 基礎的インフラ 生活/生産の基盤 学界/専門家組織

Fri.
11

Mar.

3月
11日
(金)

14:46 三陸沖(北緯38.1度,
東経142.9度地点にてモー
メントマグニチュード
Mw9.0の巨大地震が発生,
宮城県北部で震度7, 宮城
県南部・中部,福島県中通
り・浜通り, 茨城県北部・
南部で震度6強, 栃木県北
部・南部, 岩手県沿岸南
部・内陸北部・内陸南部,
福島県会津, 群馬県南部,
埼玉県南部,千葉県北西部
で震度6弱 [首相官邸緊急災害

対策本部文書]

14:49気象庁が岩手・宮城・
福島・青森・茨城・千葉
の太平洋沿岸に大津波警
報発令。北海道から伊豆
諸島にかけて津波警報発
令 [巨大津波が襲った]

15:06 三陸沖を震源とする
地震, M7.0,八戸市などで
震度5弱 [Y]

15:14 宮城県気仙沼市の沖
合で6メートルの波を観
測 [A]

15:15 茨城県沖を震源とす
る地震, M7.4,鉾田市など
で震度6弱 [Y]

15:21 岩手県釜石市, 4.1
メートル以上の津波到
来 [A]

15:26 三陸沖を震源とする
地震, M7.2,盛岡市などで
震度4 [Y]

15:41 岩手県沖震源の地
震, M5.7, 大船渡市で震
度4 [Y]

15:46宮城県沖震源の地震,
M5.7,一関市で震度4 [Y]

15:49岩手県沖震源の地震,
M5.8,八戸市で震度3 [Y]

15:50 福島県相馬市, 7.3
メートル以上の津波到
来 [A]

15:55 宮城県の仙台新港に
10メートルの津波到来,南
三陸・女川で津波による
被害 [Y]

15:57茨城県沖震源の地震,
M6.1,銚子市で震度4 [Y]

16:00 気象庁が記者会見。
津波押し寄せのため避難
するように呼びかけ [Y]

16:00宮城県気仙沼市,高さ
6Mの津波到来 [Y]

16:04岩手県沖震源の地震,
M5.8,一関市で震度4 [Y]

16:15福島県沖震源の地震,
M6.8,福島市で震度4 [Y]

16:20気象庁,「東北地方太
平洋沖地震」と名称を決
定 [Y]

14:46 地震により参院決算
委員会で審議が中断 [A]

14:50 首相官邸の危機管理
センターに官邸対策室を
設置,緊急参集チームが招
集 [A]

14:53枝野官房長官,官邸危
機管理センター入り [A]

14:56 菅首相, 官邸に戻
る [A]

15:00自民党,地震緊急対策
本部を設置 [A]

15:03 各閣僚は各省庁に戻
り情報収集するよう指示
される [A]

15:14警察庁,緊急災害警備
本部を設置 [ふくしまの30日]

15:14政府,緊急災害対策本
部を設置 [A]

15:20公明党,地震対策本部
を設置 [A]

15:25民主党,地震対策本部
を設置 [A]

15:37第1回緊急災害対策本
部会合 [A]

15:45自民党の谷垣総裁,自
民党対策本部会合にて「補
正予算なども当然必要。
我々は協力する」 [A]

16:00 民主党の岡田幹事長,
民主党役員会で「政府と
連携して与党としてでき
る対策をすべてとらなけ
ればならない」と指示 [A]

16:00社民党,地震対策本部
を設置 [A]

16:11第2回緊急災害対策本
部会合。菅首相,「国民の
皆さんにはぜひ落ち着い
て行動をとるようお願い
する」 [A]

16:15共産党,地震対策本部
を設置 [A]

16:20 政府, 地震の名称を
「平成23年(2011年)東北地
方太平洋沖地震」と決
定 [A]

16:55 菅首相が記者会見,
「国民の安全確保と被害
を最小限に抑えるため政
府として総力を挙げる」
[ふくしまの30日]

17:25自民党の谷垣総裁,菅
首相に電話で「国会対応
など全面的に協力する」
等と伝えたと表明 [A]

17:39 枝野官房長官が記者
会見,首都圏で交通網が不
通なため「帰宅ではなく,
職場など安全な場所で待
機していただきたい」 [A]

18:11 首相官邸で与野党協
議 [A]

14:46福島第1原発1～3号機, 第2原
発1～4号機が自動停止 [NK]

14:46 女川原発で3つの原子炉が自
動停止 [A]

15:30頃 女川原発1号機の発電ター
ビン建屋地下1階で白煙を確認。
自衛消防隊が消火 [A]

15:42 福島第1原発1～3号機で電源
喪失。原子力災害対策特別措置
法10条に基づき特定事象発生を
通報 [NK]

16:36 政府, 福島第1原発に対応す
るため官邸対策室を設置 [A]

16:36東電,福島第1原発1・2号機の
非常用炉心冷却装置の注水不能
をうけ,原子力災害対策特別措置
法第15条の定める特定事象の発
生を国に通報 [経産省]

16:54菅首相, 「一部原発が自動停
止したが外部への放射性物質な
どの影響は確認されない」と説
明 [メルトダウン]

17:00頃 福島第1原発1号機で燃料
露出始まる [A]

18:00頃 福島第1原発1号機で炉心
損傷始まる。水素も発生 [A]

19:03 原子力安全対策本部が会合。
原子力緊急事態宣言(福島第1原
発)発令 [A]

20:00頃 福島第1原発1号機内の燃
料の大部分が圧力容器の底に抜
け落ちる [A]

21:23政府, 福島第1原発から半径3
キロ圏内に避難を指示, 3～10キ
ロ圏内に屋内待避を指示 [A]

22:00 原子力安全・保安院が福島
第1原発2号機の予測結果を公表。
「22時50分に炉心露出」,「24時50
分に燃料溶融」,「27時20分に原
子炉格納容器ベントにより放射
性物質の放出」 [NK]

・東海第2原発で原子炉が自動停
止。日本原子力発電によると非
常用ディーゼル発電装置で冷却
作業 [A]

・IAEA(国際原子力機関),「原子力
緊急事態宣言」の発令について日
本から報告を受けたことを明ら
かに [NK]

・IAEA, 「日本側からの要請があ
ればいかなる技術的支援もする
用意がある」と発表 [A]

・IAEAの事故・非常事態センター,
日本政府と連絡をとりつつ24時
間態勢で事態を注視 [A]

14:50 防衛省災害対策本部設置(本部長:防衛大
臣) [SDF]

14:50 東北方面総監部から連絡員を宮城県庁に派
遣 [SDF]

14:52岩手県が自衛隊の派遣を要請 [SDF]

15:02 宮城県が東北方面総監に自衛隊の派遣要
請 [SDF]

16:20茨城県知事が自衛隊の派遣を要請 [SDF]

16:47福島県知事,自衛隊の派遣を要請 [SDF]

16:50 自衛隊偵察隊2組(大洗-鹿嶋方面, ひたちな
か-高萩方面)が出発 [I]

16:54青森県知事が自衛隊の派遣を要請 [SDF]

18:00大規模震災災害派遣命令 [SDF]

18:10 空自:三沢ヘリが陸前高田で11名を救助完
了 [SDF]

18:25陸自:東北方面特科隊(仙台)27名人員,保育所
への救出のため出発し救援活動を実施 [SDF]

18:45陸自:第2施設団が名取市(宮城県南部)の家屋
に取り残された10数名救助のため初動小隊30名
を派遣 [SDF]

18:48 空自:陸前高田の高台へ11名の救助者を御
下 [SDF]

18:50北海道知事が自衛隊の派遣を要請 [SDF]

19:30原子力災害派遣命令(12日9時20分廃止) [SDF]

20:45 海自:八戸基地体育館に770名の避難者と私
有車両140両を収容 [SDF]

21:20中央特殊武器防護隊(大宮)の車両7両(化学防
護車含む)が駐屯地を出発 [SDF]

21:50 海自:大湊地方隊が毛布3000枚(青森県六ヶ
所村500枚, 風間浦500枚, 三沢市500枚, 八戸市
500枚,むつ市1000枚),缶詰1000個を搬出 [SDF]

22:17陸自:仙台病院に患者20名を収容 [SDF]

23:48陸自:東北方面特科隊が仙台市内の避難所に
ストーブ約260台を搬送 [SDF]

・米太平洋艦隊,
米海軍の空母
や揚陸艦計8隻
の災害派遣を発
表 [A]

・ハワイの米太平
洋軍が在日米軍
に支援作戦を指
令。原子力空母
ロナルド・レー
ガンや横須賀基
地の艦船を東北
沖に派遣 [A]

・佐世保基地の強
襲揚陸艦エセッ
クスなど揚陸艦
3隻,マレーシア
沖から日本に向
かう [A]

・松本外相, ルー
ス駐日大使から
の支援申し出を
うけ, 在日米軍
へ協力要請。自
衛隊の北部方
面約900人と車
両約250両を米
艦艇で被災地へ
輸送するよう調
整 [M]

・米,「首相官邸内
に米国のスタッ
フを常駐させる
こと」を原発事
故直後に申し入
れ [A]

・米国際開発局,
消防署員を中心
として捜索・救
援チーム2隊計
約150人を派遣
すると発表 [A]

地震発生直後羽田空港,滑走路を閉鎖し
点検。4本の滑走路に異常は見つから
ず, 3月11日午後4時までには運航を再
開。ターミナルなどにも被害なし [W:

毎日新聞]

地震発生直後 成田空港, 滑走路を2本と
も閉鎖し点検。亀裂などは見つかって
おらず, ターミナルや空港内での火災
発生はなし。管制官は避難。旅客も一
時駐車場など屋外に避難 [W:毎日新聞]

地震発生直後 東北新幹線が全線で緊急
停止。東北・関東の私鉄と地下鉄を含
むほとんどの路線が運転停止。東海
道・山陽新幹線も全線で一時運転見合
わせ [震災と鉄道全記録]

地震発生直後 NTT東日本, 災害用伝言
ダイヤル(171)・災害用ブロードバン
ド伝言板(web171)を運用開始 [W: NTT

グループ]

地震発生直後 NTT東日本, 東北6県全域
で公衆電話を無料化 [W: NTTグループ]

14:57 NTTドコモ, 災害用伝言板を運用
開始 [W: NTTグループ]

15:00 NEXCO関東支社担当エリア内の
高速道全区間と, 東北支社担当エリ
ア(釜石自動車道花巻空港IC―東和IC,
山形自動車道湯殿山IC-酒田みなとIC
以外)全区間で通行止め。被害延長は
870km [W: NEXCO]

15:00頃 JR八戸線(階上-久慈),山田線(宮
古-釜石),大船渡線(気仙沼-盛),気仙沼
線(前谷地-気仙沼), 石巻線(前谷地-女
川),仙石線(東塩釜-石巻),常磐線(いわ
き-亘理), 津波を受け壊滅状態 [W: JR東

日本]

15:04仙台空港で飛行機の離着陸が全て
停止 [K]

15:44頃 東北6県で約465万戸が停電 [3・

11東日本大震災]

15:47 コスモ石油千葉製油所(千葉市市
原五井海岸)から出火 [W:コスモ石油]

16:00石油連盟,緊急対策本部(本部長:天
坊会長)を設置 [W:石油連盟]

16:00頃 多摩都市モノレール, 多摩セン
ター-上北台間で運行再開 [鉄道被災]

16:02 仙台空港で駐機場や滑走路が浸
水 [Y]

16:04 コスモ石油千葉製油所, 消火活動
を開始 [W:コスモ石油]

16:15時点 東京都水道局によると, 足立
区や葛飾区など23区東部を中心に計45
カ所で水道管が破裂し漏水が発生 [Y]

16:20 東京ガス, 茨城県龍ヶ崎市若柴の
一部(77戸)で復旧完了 [W:日本ガス協会]

16:30時点 NTTドコモ, 不通の基地局が
全国約6万局のうち東北地方を中心に
1500局と判明 [NK]

16:37都営荒川線,三の輪橋-早稲田間で
運行再開 [鉄道被災]

17:20 東京ガス, 横浜市西区西平沼町の
一部(40戸)が復旧完了 [W:日本ガス協会]

18:20 JR東日本,「安全確認ができない」
として首都圏で全線を終日運休すると
発表 [震災と鉄道全記録]

地震発生直後 DMAT(災害派遣医療チー
ム),活動開始 [W: DMAT]

20:00 セブン銀行によると, 東北・関東
地方のセブンイレブンでATM約2100
台が停止(20時時点) [NK]

20:30 厚労省, 災害派遣医療チームを宮
城・福島・岩手の各県に8チーム派遣 [A]

・JFEスチール, 東日本製鉄所の京浜地
区で小規模な火災。鎮火 [A]

・アイシン精機, 金ヶ崎工場で操業停
止 [A]

・アサヒビール,福島工場が停止 [A]

・北越紀州製紙,ひたちなか工場で設備
に被害。操業停止 [NK]

・キリンビール,仙台工場で,津波により
出荷直前のビールを貯蔵する大型タン
クが4本倒れ倉庫も浸水 [A]

・サッポロビール,仙台工場で被害。千
葉工場では液状化 [A]

・信越化学工業,シリコンウエハー子会
社の信越半導体の白河工場が停電によ
り操業停止 [NK]

・住友大阪セメント子会社の八戸セメン
ト, 停電のため地震直後から工場内の
すべての設備が停止 [NK]

・住友金属工業,鹿島製鉄所で津波警戒
のため従業員を避難させ高炉を含む生
産ラインを停止 [NK]

・住友ゴム工業, 白河工場で操業停止。
復旧のめど立たず [A]

・ソニー, 子会社工場(宮城, 工学フィル
ムなどを生産)で津波浸水被害 [A]

・東芝,岩手県北上市の半導体工場を停
止 [NK]

・トヨタ自動車子会社の関東自動車工業
岩手工場およびセントラル自動車宮城
工場が操業停止 [NK]

・トヨタ紡織東北,宮城工場と金ヶ崎工
場で操業停止 [A]

・日産自動車, いわき工場・横浜工場・
栃木工場・追浜工場・座間事業所が地
震直後から停止 [NK]

・日本製紙グループ,石巻工場・岩沼工
場・勿来工場が操業停止 [NK]

・ノーリツ,停電のため工場が生産を一
時ストップ [A]

・フジパン,建設中の仙台工場が被災。1
階部分が浸水 [A]

・ホンダ,埼玉製作所と真岡工場の操業
を停止 [NK]

・ホンダの本田技術研究所,ホンダエン
ジニアリング, 真岡工場で壁が崩れる
などの被害 [A]

・三菱化学,エチレンなど生産する鹿島
事業所が停電で操業停止 [NK]

・三菱製紙, 主力の八戸工場が操業停
止 [NK]

・ルネサスエレクトロニクス,茨城県ひ
たちなか市,山形県鶴岡市,青森五所川
原市などにある国内6カ所の半導体工
場で生産停止 [NK]

・鬼怒川ゴム工業,傘下の3工場を停止。
日産自動車へのゴム部品供給では国内
最大手で, ダイハツにもブレーキ部品
を納入していた [A]

15:00 日本土地家屋調査士会連合会,
災害対策本部会議を開催 [W:日本土地

家屋調査士会]

17:10 土木学会, 東北地方太平洋沖地
震対策本部を設置 [W:土木学会]

18:36 日本地理学会, 委員会幹事・担
当理事・委員長で本部立ち上げの議
論を開始 [地理; 6月号]

・地盤工学会, 平成23年(2011年)東北
地方太平洋沖地震災害対策本部の設
置 [W:地盤工学会]

・日本建築学会,災害Wikiに「平成23
年(2011年)東北地方太平洋沖地震」
のページを地震発生直後に開設 [建

築雑誌; No.1622]

・日本建築士会連合会,各建築士会に
都道府県よりの応急危険度判定士の
派遣要請に対し, 速やかに対応する
よう要請 [W:日本建築士会連合会]

・都市計画コンサルタント協会,東日
本大震災対策本部を地震発生直後に
設置 [W:都市計画コンサルタント協会]

・建設コンサルタンツ協会東北支部,
災害対策現地本部を設置 [W:建設コン

サルタンツ協会]

・建設コンサルタンツ協会北海道支
部, 災害対策支部を設置 [W: 建設コン

サルタンツ協会]

・都市再生機構,理事長本部長とする
総合災害対策本部を設置 [W: UR]

・土木研究所,災害対策本部を設置 [W:

土木研究所]

・港湾空港技術研究所,災害対策本部
を設置 [W:港湾空港技術研究所]

・建築研究所,所内に理事長を本部長
とする地震災害対策本部を設置 [W:

建築研究所]

・日本弁護士連合会,緊急対策本部を
立ち上げ [W:日本弁護士連合会]

・日本司法書士会連合会,統合災害対
策本部を立ち上げ。被災地の司法書
士会でも災害対策実施本部の立上げ
へ [W:日本司法書士会連合会]

・日本弁理士会,災害対策本部を立ち
上げ [W:日本弁理士会]

・日本医師会,災害対策本部を設置 [W:

日本医師会]

・日本歯科医師会,災害対策本部を設
置 [W:日本歯科医師会]

・日本薬剤師会,災害対策本部を設置
(本部長:児玉会長)。厚労省医薬食品
局と情報交換を開始 [W:日本薬剤師会]

・日本看護協会,東日本大震災災害対
策本部を設置 [W:日本看護協会]

・日本内科学会,「内科医のための災
害医療活動」を連載掲載していた
2010年の日本内科学会雑誌99巻を
PDFデータとしてホームページに掲
載 [W:日本内科学会]

・地質情報整備活用機構,平成23年東
北地方太平洋沖地震・長野県北部地
震・静岡県東部地震に関連するサイ
トを立ち上げ [W:地質情報整備活用機構]
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16:45 ADRA Japan, 緊急募
金を開始 [B: ADRA Japan]

18:00頃 ジャパン・プラッ
トフォーム(JPF),出動 [W:

JPF]

19:58 ADRA Japan, 事務所
の入っているSDA東京中
央教会のトイレを開放 [B:

ADRA Japan]

20:49 ADRA Japan, SDA東
京中央教会の建物の一室
を一時休憩センターとし
て開放 [B: ADRA Japan]

21:55 震災にかかわる情報
に地理情報を付加して集
約する「sinsai.info」,活動
開始 [W: NTTデータ]

・ピースウィンズ・ジャパ
ン,被災状況などの情報収
集を開始 [W: PWJ]

・特定非営利活動法人JEN,
緊急募金の受付を開始 [B:

ジェン支援速報]

・多文化共生マネージャー
全国協議会,「東北地方太
平洋地震多言語支援セン
ター」を立ち上げ [W:多文

化共生マネージャー全国協議会]

・公益社団法人シビック・
フォース, 緊急募金の受
け付けを開始 [W:シビック・

フォース]

・NPO法人たすけあいの会
ふれあいネットまつど,
「チームたすけあい」を結
成 [W: NPO法人たすけあいの会

ふれあいネットまつど]

・NPO法人・アトピッ子地
球の子ネットワーク,被災
地のアレルギー患者の支
援活動を表明 [W: アトピッ

子地球の子ネットワーク]

・日本財団,被災地で活動す
るNPOやボランティア団
体への支援基金を立ち上
げる [A]

・福島県社協,災害救援ボラ
ンティア本部を福島県総
合社会福祉センターに設
置 [B:全社協被災地支援・災害

ボランティア情報]

・岩手県災害ボランティア
センター設置 [B:全社協被災

地支援・災害ボランティア情報]

・電機各社の労使,各労働組
合の要求に経営側が一斉
回答する16日の集中回答
を取りやめる方針 [NK]

・日立製作所, 本社内に緊
急対策室を設置。十数人
の技術者を東電本社に送
る [A]

地震発生直後 通常広告が
ACジャパン広告に一斉切
り替え。2010年度作品の
「あいさつの魔法」「見え
る気持ちに」「あなたの手
当て」「大切なあなたへ」
(全国), 「こだまでしょう
か」(東京)などが繰り返し
放送 [W: ACジャパン]

15:03プロ野球オープン戦,
横浜-ヤクルトが打ち切
り [A]

15:15 プロ野球オープン
戦, 楽天-ロッテが打ち切
り [A]

21:33 NHK, 総合テレビを
ユーストリーム上で公
式に再中継することを告
知 [検証東日本大震災–そのとき

ソーシャルメディアは何を伝え

たのか]

・東京ディズニーランド・
ディズニーシー,アトラク
ション停止 [A]

・QVCマリンフィールド,
12日のプロ野球オープン
戦を中止 [NK]

・Jリーグ, 3月12・13日に予
定していたJ1・J2の全19
試合の中止を決定 [A]

・ブレックスアリーナ宇都
宮, 天井がはがれ3月12・
13日のプロバスケット
ボールの試合が延期 [NK]

・3月12・13日開催予定の第
34回朝日アマチュア将棋
名人戦全国大会が延期。
実施時期未定 [A]

・国立劇場が休演 [A]

・レディー・ガガ,被災地支
援のリストバンドを自身
のサイトで販売開始 [A]

・政府, 3月12・13日に大阪
市と札幌市で予定されて
いた「開国フォーラム」の
中止を発表 [A]

・JR九州,九州新幹線・鹿児
島ルートの開通記念式典
の中止を決定 [A]

・被災地の国公立大学, 3
月12日から予定の後期日
程入試の中止・延期を決
定 [A]

・総務省, NHKに対し「地
域住民が必要とする情報
をしっかりと伝えるよう,
NHKとして取り組んでも
らいたい」旨,口頭要請 [W:

内閣府]

地震発生直後つくばエクスプレス,走行中の電車6本の運行
を停止 [NK]

14:46首都圏で高層ビルが大きく揺れる長周期振動が発生。
ほとんどのエレベータが停止 [NK]

14:46茨城県,災害対策本部を設置 [I]

14:46茨城県北茨城市,災害対策本部を設置。以降, 42市町村
でも災害対策本部設置。八千代町は警戒本部,境町は特別
警戒本部を設置 [I]

14:46茨城県内の鉄道各線,運休。高速道路も県内全線で不
通に [I]

14:46住友金属工業鹿島事業所のガス貯蔵施設で火災発生 [I]

14:50茨城県警,県警察本部大地震警備対策本部を設置 [I]

15:00 神奈川県横須賀市と千葉県を結ぶ東京湾フェリーの
「しらはま丸」,地震の影響で久里浜港に着岸できず,一部
の乗客は最長で約15時間沖合に待機 [KS]

15:10神奈川県,松沢成文知事をトップとする災害対策本部
を立ち上げ。県内の被害状況の確認にあたる [NK]

15:10茨城県,自衛隊に連絡員派遣要請 [I]

15:27茨城県大洗町で津波1.8メートルを観測 [I]

15:42茨城県鉾田市で橋の中央部が倒壊しているのが見つか
る [Y]

15:43茨城県大洗町で津波3.9メートルを観測 [I]

15:45埼玉県,災害対策本部を設置 [NK]

16:00過ぎ千葉県,森田健作知事を本部長とする災害対策本
部を設置 [NK]

16:15時点東京都水道局によると,足立区や葛飾区など23区
東部を中心に計45カ所で水道管が破裂し漏水が発生 [Y]

16:15茨城県の要請に基づき,自衛隊偵察部隊が出動 [I]

16:23茨城県高萩市で建物の屋根が崩落。1人死亡 [K]

16:36防災航空隊から鹿島コンビナート上空に黒煙が発生し
ているとの報告 [I]

16:40茨城県鹿嶋市の鹿島神宮で鳥居崩壊 [K]

16:40スカイマーク札幌―茨城便が欠便。以降,茨城空港で
全便が欠便 [I]

16:46千葉県野田市で男性が倒れた石塀で頭を打ち,死亡 [K]

16:52茨城県大洗町で最大波の津波4.2メートルを観測 [I]

17:10 茨城県大洗町からの要請に基づき自衛隊災害派遣要
請 [I]

17:33東電常陸那珂火力発電所の煙突頂上で作業員9人が取
り残され, 3人が意識不明。東海村消防から茨城県に一報 [I]

17:39枝野官房長官が記者会見,「帰宅ではなく,職場など安
全な場所で待機していただきたい」。首都圏の鉄道など交
通網が普通なため [A]

17:50常陸那珂火力発電所の作業員3人が病院へ搬送。6人が
取り残されていると,東海村消防から茨城県に連絡 [I]

18:00横浜アリーナ,帰宅困難者約1000人を受け入れるため
2階ロビーを開放 [NK]

18:00第1回茨城県災害対策本部会議を開催 [I]

18:20時点 東京ディズニーランドや東京ディズニーシーの
パーク内に約5万5000人が残る [NK]

18:50国道298号(千葉県松戸市), 通行止め解除 [W:関東地方整

備局]

19:05自衛隊が茨城県大洗町役場に到着 [I]

19:30埼玉県内の停電は約34万軒。行田浄水場が一時停電し
送水が止まり,熊谷市など県内20以上の市町で水道水への
影響が懸念 [NK]

19:50茨城県常総市の女性死亡と県警が発表。県内初の死者
確認 [I]

20:00時点神奈川県警によると,地震のショックなどで藤沢
市で2人が死亡。同市や横浜市, 川崎市などで20人のけが
人を確認 [A]

20:00時点首都高速道路, 全線で通行止め。道路の継ぎ目の
損傷が13カ所,路面の亀裂が13カ所,トンネル内の漏水が7
カ所 [Y]

地震発生直後 いわき市のコミュニティー
FM「FMいわき」, 開局15年目で初めて
となる24時間体制を敷く [NK]

16:47 福島県知事, 自衛隊の派遣を要
請 [SDF]

18:00 東北電力福島支店によると, 福島県
の約27万戸を含め同社管内で約440万戸
が停電 [FP]

19:00 福島県, 県庁の建物が地震で被害を
受けたため近接する建物に災害対策本部
を設置。19時に会議開催 [NK]

・国道6号(南相馬付近),津波に拠る堆積物
や道路損壊が多数。また国道4号(福島市
伏拝)脇の斜面が大規模に崩壊。宮ノ下
高架橋・六枚内高架橋では, ジョイント
部に20～30cmの段差 [日経コンストラクショ

ン; 4/11]

・鉄山ダムと西郷ダム, ダム天端にクラッ
ク [日経コンストラクション; 4/11]

・三ツ森ダムで堤頂面などでのクラックが
発生,パラペットなどが変状。また,羽鳥
ダム・西郷ダム・赤坂ダムでもクラック
が発生 [ダム工学会調査レポート]

・白河市岡ノ内(1名死亡, 1戸全壊),葉ノ木
平(13名死亡, 10戸全壊)で地滑り発生 [W:

国交省]

・いわき市常磐西郷町で地滑り発生 [W:国

交省]

・福島市高清水で地滑りが発生。摺上川の
一部が閉塞。国道399号が被災 [W:国交省]

・須賀川市長沼地区で, 貯水池の藤沼湖が
決壊し,鉄砲水により男女8人が行方不明
に [FP]

・新地町役場付近の新地駅前で, JR常磐線
の線路が曲がり,列車が横転して大破 [FP]

・福島市・白河市など, 各市が地震発生直
後に災害対策本部を設置。被災状況と行
方不明者の安否確認を急ぐ [FP]

・郡山市,市内20数カ所の学校とコミュニ
ティ施設を避難所とした [FP]

15:02 宮城県が東北方面総監
に自衛隊の派遣要請 [SDF]

15:15利府町では,ショッピン
グセンター天井が落下し2人
が下敷き [K]

16:52仙台市太白区では,旅館
が崩壊。中から声が聞こえ
ると110番 [K]

16:53 仙台市宮城野区では,
男子中学生が流され行方不
明 [K]

18:28 宮城県女川町役場, 屋
上まで水没。街は孤立状
態 [NK]

20:00時点石巻市蛇田中に,約
500人の市民が避難 [K]

・仙台市青葉区の東二番丁小
では, JR仙台駅などから避難
してきた旅行客や買い物客
ら約500人で教室があふれか
える [K]

・仙台市,地震の影響で交通機
関が麻痺したことで帰宅困
難になった人を対象に,緊急
避難所として市役所の1・2
階を解放 [K]

・夜気仙沼市で津波後に各地
で火災が発生。市街地で大
規模に燃え広がる [NK]

・宮城県南三陸町では,町役場
が津波で押し流され,職員の
死者・行方不明者は35人 [A]

・宮城県警によると, 太平洋
に面した仙台市若林区荒浜
で200～300人の遺体が見つ
かったとの情報 [NK]

・小泉大橋・外尾川橋・二十
一浜橋,桁の流失や橋梁の背
面の盛り土の流出のため通
行止め。また歌津大橋・新
北上大橋・定川大橋でも桁
が流失 [日経コンストラクション;

4/11]

・北上川,津波の遡上で下流域
の堤防が広範囲で決壊。ま
た,旧北上川でも各所で堤防
にクラックなどの損傷 [日経

コンストラクション; 4/11]

・轟太神ダム, 余水吐きにク
ラックが発生 [日経コンストラ

クション; 4/11]

・仙山線(作並―八ッ森間),盛
り土が流出 [日経コンストラク

ション; 4/11]

・南川鞍部ダム・化女沼ダム・建
設過程の長沼ダムでクラッ
クが発生 [ダム工学会第2次調査

レポート]

・宮城教育大・宮城大など, 3月
12日から実施予定だった後
期日程試験の延期を決定 [K]

・仙台市中央卸売市場, 3月12
日のセリ中止を決定 [NK]

地震発生直後 岩手県, ツイッ
タ―やフェイスブックで避
難所の場所や医療機関, 給
水拠点などの情報提供を開
始 [NK]

14:52 岩手県が自衛隊の派遣
を要請 [SDF]

15:16 釜石湾や大船渡港では,
防波堤を波が乗り越え,押し
寄せている状態 [平成の三陸大

津波]

15:18岩手県警巡視船から「約
2メートルの高波が平田漁港
に押し寄せている」 [平成の三

陸大津波]

15:20 宮古湾で4～5メートル
の高波 [平成の三陸大津波]

15:21釜石で津波による冠水。
釜石港には4メートルの高波
が押し寄せており,車20台が
港に浮く [平成の三陸大津波]

15:22船越湾で,住宅が押し流
される [平成の三陸大津波]

15:24 宮古署前の海水が防波
堤を越え始める [平成の三陸大

津波]

15:29釜石では,相当数の家屋
が崩壊 [平成の三陸大津波]

15:29 10メートル以上の津波
が岩泉署平井賀駐在所付近
まで押し寄せる [平成の三陸大

津波]

15:30岩手県警ヘリ,「陸前高
田市は市街地の半分が波に
のまれている」 [平成の三陸大

津波]

15:32岩泉・小本で水門を越え
て波が押し寄せる [平成の三陸

大津波]

15:33岩手県警ヘリ,「陸前高
田市の市街地は波にのまれ
ほぼ確認できない」 [平成の三

陸大津波]

15:34 久慈地区の堤防を波が
乗り越え津波が到達。沖合
で5メートルほどの波を確
認 [平成の三陸大津波]

15:36 山田町役場まで波が押
し寄せ,町内全域が水没。住
民は屋根の上で救助待ち。
木造住宅が波に流される [平

成の三陸大津波]

15:38岩手県警ヘリ,「大船渡
署付近,赤崎地区水没」 [平成

の三陸大津波]

15:41洋野・種市町海浜公園付
近,水没 [平成の三陸大津波]

15:45山田町内, 3・4カ所で火
災発生。消火活動できず [平

成の三陸大津波]

15:45久慈署から,「旧国道45
号水没」 [平成の三陸大津波]

16:30 台湾:中央気象局, 津波
警報を発表。台湾北部の基
隆市や東部の花蓮県・台東
県で住民に注意を喚起(現地
時間15時半) [NK]

16:35 インドネシア:気象地理
庁,東部地方の太平洋沿岸を
中心に津波警報を発令。一
時,パプア・北マルク・北ス
ラウェシなどの各州沿岸部
の住民に避難を勧告(現地時
間14時35分) [NK]

21:00時点外務省(日本)による
と, 3月11日21:00までに, 25
カ国・地域から支援の申し
入れ [A]

21:30 韓国:政府が企画財政部
の緊急非常対策会議を召
集 [CI]

・米財務省高官,日本の財務省
などに対し支援の用意があ
る旨を伝えたことを明らか
に [A]

・アメリカ:国際開発局, 消防
署員を中心として捜索・救
援チーム2隊計約150人を派
遣すると発表 [A]

・アメリカ:財務省高官, 日本
の財務省などに対し支援の
用意がある旨を伝えたこと
を明らかに [A]

・アメリカ:ハワイ州に津波が
到達。州政府はこれに先立
ち全海岸地区からの住民の
避難を命令 [NK]

・エクアドル:ガラパゴス諸島
や沿岸部に津波警報発令 [A]

・韓国:原子力安全技術院, 日
本を起源とする放射能流出
を監視するチームを編成 [A]

・タイ:政府が日本政府に500
万バーツ(約1350万円)の見
舞金を出すことを決定 [A]

・台湾:中央研究院地球科学研
究所所長趙豊などの専門家,
「日本と台湾の断層地帯が
繋がっていなく,また津波の
エネルギーは太平洋に吸収
されるため,日本の地震の続
き,台湾でも地震が発生する
ことはない」との見解 [LT]

・台湾:日本からの報では,
17:32頃に花蓮・台東・基隆
などに津波到達とのこと。
基隆女子高校,基隆海洋大学
が休校 [LT]

・台湾:日本への救援隊派遣が
決定。3月11日夜には全隊員
が集結。日本政府は, 震災
のため陸海の交通が遮断し
ており各国の救援隊に必要
な後方支援は難しいとの姿
勢 [LT]

Fri.
11

Mar.

3月
11日
(金)
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全般 国/政治経済 原発/東電 自衛隊 米軍/米国 基礎的インフラ 生活/生産の基盤 学界/専門家組織

Fri.
11

Mar.

3月
11日
(金)

16:29 三陸沖震源の地震,
M6.6, 大 崎 市 で 震 度5
強 [Y]

16:32 高知県の太平洋沿岸
19市町村が住民に避難指
示 [K]

16:38岩手県沖震源の地震,
M5.9, 岩手県沿岸北部で
震度4 [Y]

16:52 茨城県大洗町, 4.2
メートルの津波到来 [A]

16:54福島県沖震源の地震,
M5.5, 宮城県北部で震度
3 [Y]

17:05 福島県沖を震源とす
る地震, M5.8,宮城県北部
などで震度3 [Y]

17:12 茨城県沖を震源とす
る地震, M6.4,栃木県北部
などで震度4 [Y]

17:19 茨城県沖を震源とす
る地震, M6.7,千葉県北東
部などで震度4 [Y]

17:31 福島県沖を震源とす
る地震, M5.8,宮城県北部
などで震度4 [Y]

17:35 茨城県沖を震源とす
る地震, M5.5,福島市など
で震度3 [Y]

17:41 福島県沖を震源とす
る地震, M5.8,同県富岡町
で震度5強 [Y]

17:47 福島県沖を震源とす
る地震, M6.0,岩手県沿岸
部などで震度3 [Y]

17:54 福島県沖を震源とす
る地震, M4.8,福島県浜通
りなどで震度3 [Y]

17:58 栃木県北部を震源と
する地震, M4.1,茨城県な
どで震度3 [Y]

18:04 茨城県沖を震源とす
る地震, M5.1,福島県中通
りなどで震度3 [Y]

18:10宮城県警,気仙沼市で
大規模な火災が発生と発
表 [Y]

18:34 福島県沖を震源とす
る地震, M4.8,宮城県大崎
市などで震度3 [Y]

18:42 三陸沖と震源とする
地震, M5.6,青森県北部な
どで震度3 [Y]

18:52 福島県沖を震源とす
る地震, M4.8,福島県富岡
町などで震度3 [Y]

18:55 茨城県沖を震源とす
る地震, M5.3,水戸市など
で震度3 [Y]

19:30時点 死者35人, 負傷
者・行方不明者多数 [Y]

22:00頃 津波がハワイに到
達,現地時間の同日朝には
米北西海岸にも到達 [A]

18:20松本防災担当相,「沿
岸の車両運転者などに
カーラジオを聞くよう呼
びかける」ことを関係機
関に指示 [A]

18:42 政府調査団が宮城県
に向け派遣される [A]

19:23第3回緊急災害対策本
部会合 [A]

20:10枝野官房長官,「帰宅
困難者の対策に,駅周辺の
公共施設を最大限活用す
るよう全省庁は全力を」
と指示 [A]

22:05政府,首都圏の帰宅困
難者に対する各省庁所管
の一時滞在施設を公表 [A]

・菅首相, 12日に予定して
いた「社会保障改革に関
する集中検討会議」の中
止を決定 [A]

・与野党は14日に予定して
いた参院予算委員会のす
べての審議を中止するこ
とで合意 [A]

・財務省, 14日予定の国庫
短期証券の入札を15日に
変更すると発表 [NK]

・地震発生直後,東京外国為
替市場で円がドル・ユーロ
等主要通貨に対して急落。
一時1ドル=83円30銭。そ
の後円が買い戻され1ドル
=82円78～81銭, 1ユーロ
=114円32銭～36銭 [Y]

・東京株式市場で地震発
生直後に株価が一気に
1000円近く下落。日経平
均株価の終値は前日比
179円95銭 安 の1万254円
43銭, 東証1部の出来高は
31億460万株 [Y]

・東京債券市場で新発10年
物国債の流通利回りが年
1.27%まで下落 [Y]

18:26東海道新幹線,全線で運転再開 [震

災と鉄道全記録]

18:50以降西日本の交通にも影響。大阪
発青森行きの特急「日本海」(大阪―青
森)など夜行列車が運転見合わせ。JR
紀勢線和歌山―新宮間で運転見合わ
せ。南海電鉄加太線と和歌山港線が全
線で運転見合わせ。近鉄鳥羽線(一部)
と志摩線全線で運転を取りやめ。 南
海フェリー(和歌山―徳島)が上下6便
を欠航。 伊丹空港で東北方面行54便
が欠航 [Y]

19:00 NTT東日本, 東日本全域12.2万台
の公衆電話を無料化 [W: NTTグループ]

19:00 成田空港, 出発便のみ運行が可能
な状態に復旧。出発を見合わせていた
便が19:30頃から順次出発 [W: 日本経済

新聞]

20:00時点 首都高速道路, 全線で通行止
め。道路の継ぎ目の損傷が13カ所, 路
面の亀裂が13カ所, トンネル内の漏水
が7カ所 [Y]

20:00頃 JX日鉱日石エネルギー製油所
(仙台)で爆発音。火災発生 [W: JX日鉱日

石エネルギー]

20:30 NEXCO東日本,釜石道(花巻空港-
東和), 山形道(湯殿山-酒田みなと, 笹
谷-関沢)以外, 東北地方の全区間で通
行止めと発表 [A]

20:40頃 東京メトロ銀座線(浅草-渋谷),
半蔵門線(渋谷-九段下)が運行再開 [鉄

道被災]

21:00時点 日本ガス協会によると, 約42
万戸で都市ガスの供給が停止 [NK]

21:00頃 日本ガス協会, 都市ガス供給の
停止状況をHP上で逐次公開開始 [W:日

本ガス協会]

21:00頃都営浅草線(西馬込-浅草橋)が運
行再開 [鉄道被災]

21:11頃都営三田線(三田-西高島平)が運
行再開 [鉄道被災]

21:15頃 都営大江戸線(都庁前-国立競技
場-新宿-光が丘)が運行再開 [鉄道被災]

21:20埼玉高速鉄道(赤羽岩崎-浦和美園)
が運行再開 [鉄道被災]

21:30時点全日空,国内線158便と国際線
23便が欠航。約49400人に影響 [A]

21:30頃 東京メトロ南北線(白金高輪-赤
羽岩淵)が運行再開 [鉄道被災]

21:41 相模鉄道本線(横浜-海老名), いず
み野線(二俣川-湘南台)が運行再開 [鉄

道被災]

21:55 西武鉄道池袋線(池袋-飯能), 新宿
線(西武新宿-本川越), 国分寺線(東村
山-国分寺), 多摩湖線(国分寺-西武遊
園地),豊島線(練馬-豊島園),拝島線(小
平-拝島)が運行再開 [鉄道被災]

21:58都営新宿線(新宿-本八幡)が運行再
開 [鉄道被災]

22:00 千葉県水道局給水区域内の5浄水
場が運転再開。浦安市全域約77,000
戸, 市川市妙典, 行徳他約83,000戸, 成
田市中台地区約230戸,千葉市美浜区約
88,000戸の計約250,000戸で依然断水・
減水。応急給水を実施 [W:千葉県水道局]

・村田製作所,栃木県小山市,宮城県仙台
市・登米市の3工場で地震発生直後か
ら操業停止 [A]

・東証売買システム「アローヘッド」に
接続する野村証券, 内藤証券, 七十七
銀行の回線が一時ダウン。すぐに復
旧 [A]

・海上保安庁,本庁対策本部に「緊急輸
送対応班」を設置。対外調整等に当た
る [W:内閣府]

・経産省,被災地を中心とする商工会議
所や公的金融機関等に対し「特別相談
窓口」を設置するよう指示 [A]

・経産省,便乗値上げなどを警戒し,小売
関係10団体に対し会員企業に混乱防止
を周知するよう要請したと発表 [NK]

・金融庁,災害対策本部を設置 [A]

・金融庁, 被災者が印鑑・通帳・必要書
類等を紛失した場合でも適切に対応す
るよう金融機関・証券会社・生命保険
会社等に要請 [W:金融庁]

・日本赤十字社によると, 全国の支部・
病院から医療救護班46が被災地に向け
て出動 [W:日本赤十字社]

・厚労省,社会福祉施設における緊急的
対応について事務連絡。要援護者を施
設の定員を超えて受入れ, 施設の空き
スペースなども福祉避難所として提供
する [W:内閣府]

・厚労省,被災者に係る健康保険証等の
提示について事務連絡。被災者が被保
険者証を保険医療機関に提示できない
場合でも受診可能に [W:内閣府]

・厚労省,被災者の公費負担医療の取り
扱いについての事務連絡。公費負担医
療を受けている被災者が手帳等の提出
ができない場合でも受診可能に [W: 内

閣府]

・厚労省,被災した要援護者への対応及
びこれに伴う特例措置等について通
知 [W:内閣府]

・国交省,水利使用許可制度及び河川敷
地占用許可制度の柔軟な運用について
事務連絡 [W:内閣府]

・財務省,救援物資の輸入手続きの簡素
化等について事務連絡 [W:内閣府]

・財務省, 日本政策金融公庫・日本政策
投資銀行・商工組合中央金庫において
相談窓口を設置 [W:内閣府]

・農水省,海外からの災害救助犬の速や
かな通関。災害救助犬の弾力的な検疫
ルールの情報を周知 [W:内閣府]

・農水省,食品業界団体や農協などに在
庫提供の協力を要請 [A]

・産業技術総合研究所,「平成23年東
北地方太平洋沖地震」緊急対策本部
を設置 [W:産業技術総合研究所]

・理化学研究所,危機管理対策本部を
設置 [W:理化学研究所]

・科学技術振興機構, 「サイエンス
ポータル」に東北地方太平洋沖地震
に関連する情報を掲載開始 [W: 科学

技術振興機構]

・サイエンス・メディアセンター,「サ
イエンス・アラート」として, 東北
太平洋沖地震に関連する専門家のコ
メント等をホームページに掲載開
始 [W:サイエンス・メディアセンター]
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市民社会 原発事故の影響 文化/風俗/メディア 東京圏/計画停電 福島県 宮城県 岩手県 海外動向

・総務省, 日本民間放送連
盟に対し「東北地区の会
員各社に対し,被災地の停
電等の状況も踏まえ,特に
ラジオによる放送継続と
災害情報の伝達に最大限
の努力を払っていただく
よう,民放連としても要請
頂きたい」旨, 口頭要請。
同様の内容を東北のラジ
オ各社にも口頭要請 [W:内

閣府]

・警察庁,デマ取り締まりの
方針を決定 [A]

・青森県,ツイッタ―を情報
提供手段として避難場所
などの情報を提供 [NK]

20:00 警視庁によると, 新宿駅で約9000人, 池袋駅で約3000
人,上野駅で約1500人をはじめ,東京・神奈川・千葉・埼玉
の1都3県の主要駅で計約2万4千人が身動きとれず [NK]

20:10枝野官房長官,「帰宅困難者の対策に,駅周辺の公共施
設を最大限活用するよう全省庁は全力を」と指示 [A]

22:00警察庁によると,首都圏の主な駅に足止めされた人は
計約2万7500人 [A]

22:05政府,首都圏の帰宅困難者に対する各省庁所管の一時
滞在施設を公表 [A]

23:00第2回茨城県災害対策本部会議を開催 [I]

・国立国会図書館で蔵書900万冊中120万冊が落下 [A]

・首都圏のJR,地下鉄,私鉄は一斉に運休 [T]

・警視庁によると,東京・台場の東京テレコムセンター付近
から黒煙 [T]

・京急電鉄と東京モノレールの運転見合わせにより,羽田空
港で約2万人がターミナルビルで一夜明かす [A]

・国土交通省によると, 空港からの交通がマヒした影響で,
成田で約1万3千人,羽田で約1万3千人が空港内に留め置か
れた [A]

・震災当日東京都内で外出者約1千万人の3割にあたる約300
万人が帰宅不可能に。調査会社サーベイリサーチセンター
が推計 [A]

・三菱総研のレポート(6月13日)によれば,首都圏における震
災当日の帰宅断念者約260万人,遠距離徒歩帰宅者約600万
人 [W:三菱総合研究所]

・東京都,帰宅困難者を一時的に収容する施設として都が管
理する施設と全都立学校244校を開放。一部施設では毛布
を用意。都は区市町村に対しても,所有している避難所で
開放可能な施設を確認するよう指示 [T]

・夕 警視庁, 機動隊員約100人を被災地に派遣。3月12日か
ら仙台市荒浜地区で救助活動 [A]

・東京消防庁, 3月11日～12日にヘリコプター4機を含む113
隊504人を被災地に派遣。宮城県気仙沼市と岩手県陸前高
田市で活動 [A]

・夕首都圏の4都県と5政令指定都市,コンビニやファミリー
レストラン,ファストフード店などに対し,東北・関東大地
震による帰宅困難者への飲料水やトイレ,休憩場所の提供
を要請 [T]

・東京都,地震発生と同時に危機管理監をトップとする災害
即応対策本部を設置。災害時協定を結ぶコンビニやファ
ミリーレストランに水道水・トイレ・休憩場所の提供を要
請 [A]

・在日中国大使館では地震発生直後に緊急対策本部を設置。
24時間態勢で安否確認にあたる [A]

・オリエンタルランド,東京ディズニーランドや東京ディズ
ニーシーの全アトラクションを地震直後に停止 [NK]

・東京都千代田区の九段会館内のホールで天井が崩落。専
門学校の卒業式などに出席した約28人が重軽傷,うち50代
女性が心肺停止状態 [T]

・東京都,台場のビルなど都内で20件以上の火災が発生 [T]

・東京タワーの頂上アンテナが曲がる。スカイツリーは無
事 [T]

・東京都江東区北砂4丁目では, 地震の揺れで工場内に化学
薬品を含んだガスが充満。吸い込んだ従業員2人が意識不
明 [T]

・東京都町田市のスーパーで立体駐車場の2階に向かうス
ロープの一部が崩壊。車内に閉じ込められた男女のうち,
女性の意識がない [T]

・東京都三鷹市,小学校体育館の壁の一部がはがれ落ち, 5年
生の児童8人が軽いけが [T]

・夜神奈川県警第1・第2機動隊所属の37人が福島県に向け
て出発。福島県新地町や相馬市内で行方不明者を捜索する
予定 [KS]

・パシフィコ横浜では,展示ホールを開けて周辺のオフィス
のサラリーマンらを受け入れ [NK]

・東京消防庁, 3月11日～12
日にヘリコプター4機を含
む113隊504人を被災地に派
遣。宮城県気仙沼市と岩手
県陸前高田市で活動 [A]

15:48 宮古の津軽石川が逆
流 [平成の三陸大津波]

15:53宮古署から,「防波堤を
破壊し波が乗り越えている。
津軽石漁港付近が水没し始
めている」 [平成の三陸大津波]

15:58大槌・吉里吉里の給食セ
ンターまで水没。地区内の
家屋が倒壊 [平成の三陸大津波]

16:05 野田村の久慈署野田駐
在所付近が水没。火災も発
生 [平成の三陸大津波]

16:06 山田町で, 津波の第2波
が到達。堤防は破壊 [平成の三

陸大津波]

16:08 久慈署管内で, 車2台が
流され, 乗車していた男性1
人の死亡を確認 [平成の三陸大

津波]

16:11 宮古署近くに津波の第
3波が到達。第1・2波よりは
小さい [平成の三陸大津波]

16:14 大船渡署東側の国道45
号,ほぼ水没 [平成の三陸大津波]

16:17宮古署から,「漁港付近
で2人が屋根の上で漂流」[平

成の三陸大津波]

16:22釜石・浜町で,倒壊しそ
うな家屋の屋根の上で相当
数が救助を求めている [平成

の三陸大津波]

16:26 山田町・大沢地区のパ
チンコ店から南側は家屋が
ほぼ壊滅状態。通行不可。
遺体も数体確認 [平成の三陸大

津波]

16:27大船渡・末崎・細浦地区
はほぼ壊滅,越喜地区などで
300棟が倒壊 [平成の三陸大津波]

16:29岩泉・小本商店街で住宅
が崩れ始めている。人は確
認できない [平成の三陸大津波]

16:31岩泉署,「三陸鉄道北リ
アス線の線路が崩壊」 [平成

の三陸大津波]

16:32 久慈の石油備蓄基地屋
外タンク, 全壊 [平成の三陸大

津波]

16:38陸前高田市・気仙地区の
会社で, 6人が救助求めるが
車が近づけない [平成の三陸大

津波]

16:39 大船渡・赤崎地区, ほ
ぼ壊滅。赤崎小に250人避
難 [平成の三陸大津波]

16:49 釜石市の被災世帯は
8000世帯 [平成の三陸大津波]

16:51 大船渡駅前, ほぼ壊滅。
津波第2波は「マイヤ」3階付
近まで到達 [平成の三陸大津波]

17:04大船渡署,「消防で遺体
5人確認」 [平成の三陸大津波]

17:13 大船渡市役所北方で火
災 [平成の三陸大津波]

・中国:国家海洋予報台, 広東
や福建などの沿海部にある
5カ所の省・直轄市に津波警
報発令 [NK]

・中国:温家宝総理, 菅直人首
相に慰問電報。日本側に支
援を提供する意向を示す [RJ]

・中国:国防部の梁光烈部長(国
務委員), 日本の北沢俊美防
衛相に電報で慰問の意を伝
える [RJ]

・中国:救援隊, 日本行きを求
める。3月12日には全隊員が
集結 [RJ]

・チリ:政府は2010年2月の大
地震の教訓からすぐに初動
態勢 [A]

・チリ:国営銅公社コデルコ,
港湾での出荷作業見合わせ。
津波襲来に備えて [NK]

・ドイツ:政府が救援専門家4
人を東京に派遣。3月12日に
は約40人の救援チームを派
遣予定 [A]

・トルコ:赤新月社, 緊急救助
隊3チームを派遣すると発
表 [A]

・ブラジル:ルセフ大統領, 菅
首相宛にお悔やみ等のメッ
セージ [A]

・ロシア:非常事態省, 北方領
土を含む千島列島に津波警
報 [NK]

・ロシア:サハリン州で津波
警報発令。住民約1万1000
人が一時高台に避難 [A]

・ロシア:国営ラジオ局「ロシ
アの声」,「24時間ホットラ
イン」のサービスを開始 [A]

・ロシア:連邦消費者権利保護・
福祉監督庁,極東地域の住民
が受ける放射能レベルにつ
いて監視強化を表明 [A]

・ASEAN:スリン事務局長,国
際シンポジウム出席のため
3月12日から予定していた日
本訪問を延期 [NK]

・EU:欧州委員会,捜索・救助
チームと救助犬を被災地に
派遣すると決定 [A]

・赤十字国際委員会,海外から
でも被災者の安否確認がで
きる無料の専用サイトを立
ち上げ [A]

・国連,国際緊急援助隊の派遣
準備に着手 [NK]

Fri.
11

Mar.

3月
11日
(金)
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全般 国/政治経済 原発/東電 自衛隊 米軍/米国 基礎的インフラ 生活/生産の基盤 学界/専門家組織

Fri.
11

Mar.

3月
11日
(金)

22:30時点 死者88人, 行方
不明者349人, 負傷者330
人 [NK]

・震源は宮城県・牡鹿(おし
か)半島の東南東約130キ
ロ,深さ約24キロ [A]

・国土地理院の全地球測位
システム(GPS)観測によ
ると,宮城県石巻市で地盤
が約70センチ沈降。宮城
県気仙沼市でも約66セン
チ, 東松島市で約56セン
チ, 福島県の沿岸でも30
～40センチほどの沈降 [A]

・文科省地震調査研究推進
本部, GPS観測の結果にも
とづき,本震の発生に伴っ
て河北観測点(宮城県)が
約4m東南東に移動するな
ど地殻変動が観測された
と発表 [W:文科省]

22:10 京王電鉄京王線(新宿-京王八王
子), 相模原線(調布-橋本), 高尾線(北
野-高尾山口), 井の頭線(渋谷-吉祥寺)
が運行再開 [鉄道被災]

22:16埼玉新都市交通伊奈線(大宮-内宿)
が運転再開 [鉄道被災]

22:36 東京ガス, 茨城県牛久町の一部
(471戸)で復旧完了 [W:日本ガス協会]

22:37頃 新宿メトロ半蔵門線(九段下-押
上), 有楽町線(池袋-新木場)が運行再
開 [鉄道被災]

22:43東急東横線(渋谷-横浜),目黒線(目
黒-田園調布),田園都市線(渋谷-中央林
間), 大井町線(大井町-二子玉川), 東急
多摩川線(多摩川-蒲田), 池上線(蒲田-
五反田),世田谷線(三軒茶屋-下高井戸)
が運行再開 [鉄道被災]

22:50 横浜高速鉄道みなとみらい21線
(横浜-元町・中華街)が運行再開 [鉄道

被災]

23:00 JX日鉱日石エネルギー, 仙台・鹿
島・根岸の3製油所で操業停止。仙台
製油所の火災は23時時点で現在消火活
動に入れず [NK]

23:00 東京メトロ丸ノ内線(池袋-荻窪),
同(中野坂上-方南町)が運行再開 [鉄道

被災]

23:10頃 東京メトロ東西線(高田馬場-妙
典)が運行再開 [鉄道被災]

23:13東京メトロ南北線(目黒-白金高輪)
が運行再開 [鉄道被災]

23:15 横浜市営地下鉄ブルーライン(湘
南台-関内-あざみ野), 同グリーンライ
ン(日吉-中山)が運行再開 [鉄道被災]

23:40頃 東京メトロ日比谷線(上野-中目
黒)が運行再開 [鉄道被災]

23:50頃西武鉄道多摩川線(武蔵境-是政)
が運行再開 [鉄道被災]

・気象庁,午後以降青森・岩手・秋田3県
に設置のすべての地震観測計と通信で
きない状態に [NK]

・東北新幹線, 4本が停電で動けなくな
る [A]

・東北新幹線,電化柱や架線など地上設
備に1,200箇所の被害 [W: JR東日本]

・仙台駅,新幹線ホームの天井が落下,橋
桁にズレ [日経コンストラクション; 4/11]

・東北本線(梅ヶ沢―石越間), 盛り土の
沈下や流出 [日経コンストラクション; 4/11]

・常磐線坂元駅,駅舎が津波で流失 [日経

コンストラクション; 4/11]

・三陸鉄道では, 北リアス線宮古駅に
あった車両の車内を対策本部とし, 乗
客と社員全員の無事を確認 [震災と鉄道

全記録]

・国交省,鉄道の代替路線がない地域で
の代替輸送をバス会社に要請 [NK]

・東北自動車道(福島飯坂―国見間,白河
―矢吹間),路面にクラック発生 [日経コ

ンストラクション; 4/11]

・常磐自動車道(広野―常磐富岡間), 路
面が陥没 [日経コンストラクション; 4/11]

・仙台東部道路,高架橋のジョイント部
に段差 [日経コンストラクション; 4/11]
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市民社会 原発事故の影響 文化/風俗/メディア 東京圏/計画停電 福島県 宮城県 岩手県 海外動向

・神奈川県横須賀市,津波警報に伴う避難所を被災の恐れが
あるとされた地域の小中学校などに設置 [KS]

・さいたまスーパーアリーナでは, JR大宮駅周辺で足止めさ
れていた約5千人が避難し,一夜を過ごす [A]

・千葉県では, 千葉市中央区のJFEスチール東日本製鉄所や
市原市のコスモ石油千葉製油所では大規模な火災が発生。
銚子市で三メートル弱の津波を観測。成田空港では午後三
時ごろから,すべての運航を停止し閉鎖 [T]

・出光興産, 千葉県市原市の石油化学工場の一部を操業停
止 [A]

・千葉県浦安市の東京ディズニーリゾートでは,交通機関の
まひで11日夜,数万人が帰宅困難に。園内の駐車場は一部
で液状化現象とみられる泥水があふれだし,路面が隆起 [T]

・茨城県東海村沿岸では,津波により自動車50台以上が流さ
れる。道路が通行不能となり, 火力発電所の約600人が移
動できない状態 [S]

・栃木県那須烏山市川西で土石流発生。2名死亡, 1戸全壊, 2
戸半壊 [W:国交省]

・乗用車などを開発するホンダの栃木研究所(栃木県芳賀町),
食堂の壁が崩れて男性従業員(43)が死亡 [A]

・村田製作所,栃木県小山市,宮城県仙台市・登米市の3工場
で地震発生直後から操業停止 [A]

・鬼怒川ゴム工業, 傘下の3工場を停止。日産自動車へのゴ
ム部品供給では国内最大手で,ダイハツにもブレーキ部品
を納入していた [A]

・群馬県桐生市本町で,国の登録有形文化財の土蔵や市指定
重要文化財の有鄰館の屋根・壁が崩落。世界遺産登録を目
指す富岡市富岡の旧官営富岡製糸場でもガラス窓破損 [J]

・群馬県伊勢崎市では,境清掃センターの高さ60メートルの
煙突先端部が崩れ,近隣住民が避難 [J]

・JR高崎駅東口のペデストリアンデッキで結合部2カ所にず
れ [J]

・群馬県藤岡市三本木で三名湖近くの道路の端が100メート
ルにわたって崩壊 [J]

・群馬県内では, 富岡などの西毛から太田, 大泉などの東毛
まで23万4千軒が停電 [J]

・群馬県内の水道,桐生市内の水道管が破裂し同市川内町の
一部世帯で断水。太田市では建物内水道管破裂が1件と漏
水が4件。渋川市では有馬配水場内で漏水が発生し1500世
帯が順次断水。前橋市では富士見・大胡・宮城・粕川地区
などへの水道水つくる施設が稼働停止 [J]

・スーパーのユニー,アピタ佐原東店(茨城県稲敷市),アピタ
岩槻店(さいたま市), アピタ足利店(栃木県足利市)の3店が
被災 [A]

17:16 岩手県立山田病院の一
階が冠水 [平成の三陸大津波]

17:18 宮古署, 「老人施設が
津波に巻き込まれ, 従業員,
入所者が近くの高台に避難。
不明者多数」[平成の三陸大津波]

17:20 山田町船越地区への道
路が寸断。「救助, 陸路では
いけない」 [平成の三陸大津波]

17:30 釜石北高校跡付近まで
冠水 [平成の三陸大津波]

17:48 新日鉄釜石の方向で爆
発音が2回。黒煙が50メート
ル上がる [平成の三陸大津波]

18:02 釜石駅前から東側が水
没 [平成の三陸大津波]

18:17釜石署,「大槌の中心部,
山間部で火の手が見える」
[平成の三陸大津波]

18:50 新日鉄社員から通報。
「大槌町でバスの屋根に取り
残された。死者もいる」 [平

成の三陸大津波]

18:59 岩泉町・小本トンネル
にも避難者が200人 [平成の三

陸大津波]

19:15 大槌町内でプロパンガ
スが連続して爆発 [平成の三陸

大津波]

19:30 田野畑村で住民がアズ
ビィホールに集中避難 [平成

の三陸大津波]

20:15宮古・赤前小学校に300
人が避難。車内に100人。
「負傷者に低体温症の人も」

[平成の三陸大津波]

20:19大船渡署,「陸前高田市
の気仙大橋が崩落している」
[平成の三陸大津波]

20:55大槌・城山体育館に避難
者が600人 [平成の三陸大津波]

21:22大船渡署,「県立高田病
院の屋上に100人が避難」[平

成の三陸大津波]

21:30時点 国道343号, 陸前高
田市矢作地区で流木に阻ま
れ通行不能 [平成の三陸大津波]

21:50大船渡署,「陸前高田市
役所は3階まで浸水」 [平成の

三陸大津波]

23:58釜石・青葉通りで車両火
災 [平成の三陸大津波]

・陸前高田市では,戸籍を含む
ほとんどの書類が流失 [A]

・大鎚町では,役場が全壊 [A]

・釜石市では,市庁舎の一部が
浸水 [A]

・一関市の県立大東病院,入院
患者約40人を千厩病院に移
送。久慈病院からも二戸病
院に搬送 [IN]

・OCHA(国連人道問題調整事
務所), 救助隊を計35チーム
派遣する方向で準備 [A]

・太平洋津波警報センター,今
回の地震をうけて,フィリピ
ン・豪州・ニュージーラン
ド・メキシコ・パナマなど30
以上の国・地域に津波警報
を発令 [A]

Fri.
11

Mar.

3月
11日
(金)
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全般 国/政治経済 原発/東電 自衛隊 米軍/米国 基礎的インフラ 生活/生産の基盤 学界/専門家組織

Fri.
11

Mar.

3月
11日
(金)

・国交省東北地方整備局, 津波被害が
想定される沿岸部進出のため, くしの
歯型救援ルートを設定することを決
定 [W:国交省]

・山形空港,花巻空港で停電 [A]

・福島空港,滑走路に設置されている照
明が損壊 [A]

・仙台空港,滑走路やターミナルビル1階
部分, アクセス鉄道のトンネルなどが
津波で水没 [日経コンストラクション; 4/11]

・いわて花巻空港,ターミナルビル2階天
井が落下 [日経コンストラクション; 4/11]

・太平洋フェリー(名古屋市), 11日夜出
航予定の仙台発苫小牧行きと苫小牧発
仙台行きが運休 [NK]

・相馬港, 本港地区の沖防波堤が転倒・
流失 [日経コンストラクション; 4/11]

・小名浜港,エプロンの沈下やはらみ出
し,ケーソンの移動 [日経コンストラクショ

ン; 4/11]

・仙台塩釜港,岸壁のエプロン沈下やガ
ントリークレーンの損傷 [日経コンストラ

クション; 4/11]

・久慈港,玉の脇地区の北・内防波堤が全
壊。護岸やパラペット一部が倒壊 [日経

コンストラクション; 4/11]

・宮古港,第一線防波堤がほぼ全域で水
没。岸壁で多数のエプロンが沈下 [日経

コンストラクション; 4/11]

・釜石港, 湾口防波堤が所々で沈下・傾
斜 [日経コンストラクション; 4/11]

・大船渡港,湾口防波堤がほぼ全壊。岸
壁荷さばき地で30cmの沈下 [日経コンス

トラクション; 4/11]

・栃木県那須市の矢の目ダムでクラッ
ク,法面での変状 [ダム工学会調査レポート]

・土砂災害が,青森・宮城・福島・栃木・
群馬・茨城・千葉の各県で少なくとも
計46件発生 [W:国交省]

・国の石油備蓄基地で,屋外の石油タン
ク4基が破損 [A]

・東燃ゼネラル石油川崎製油所,主要装
置を停止 [W:東燃ゼネラル石油]

・極東石油工業千葉製油所,停電により
主要製造装置を停止 [W:極東石油工業]

・相馬共同火力発電新地発電所,津波で
冠水 [A]

・東北電力によると, 青森・岩手・秋田
県は全域で停電, 宮城・山形県はほぼ
全域で停電 [A]

・東京ガス,茨城県日立市(30,008戸),牛
久町の一部(471戸),龍ヶ崎市若柴の一
部(77戸), 横浜市西区平沼町の一部(40
戸)で供給停止 [W:日本ガス協会]

・東彩ガス,春日部市の一部(約150戸)で
供給停止 [W:日本ガス協会]

・九十九里町(ガス課), 九十九里町の一
部(258戸)で供給停止 [W:日本ガス協会]

・福島ガス, 福島市蓬莱町一部(約2,920
戸)で供給停止 [W:日本ガス協会]

・秦野ガス,秦野市の一部(380戸)で供給
停止 [W:日本ガス協会]

・京葉ガス,浦安市の一部(約8,631戸)で
供給停止 [W:日本ガス協会]
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・東北電力岩手支店による
と,岩手県内全域の約77万戸
が停電。設備の状況を把握
できず, 復旧の見通し立た
ず [IN]

・岩手県,宮古市・大船渡市な
ど沿岸12市町村に災害救助
法が適用されたと発表 [IN]

・東京消防庁, 3月11日～12
日にヘリコプター4機を含
む113隊504人を被災地に派
遣。宮城県気仙沼市と岩手
県陸前高田市で活動 [A]

・岩手大学と岩手県立大学, 3
月12・13日に予定していた
後期試験の延期を決定 [IN]

・岩手県内のJR線・三陸鉄道・
IGRいわて銀河鉄道,全線で
ストップ。高速道路も一部
を除き通行止め。12日以降
の復旧の見通し立たず [IN]

・八戸線の大浜川橋梁,津波で
橋桁が流失 [日経コンストラク

ション; 4/11]

・気仙大橋・川原川橋・沼田跨
線橋では,津波で橋梁上部が
損傷し,通行止め。また,第1
中曽根高架橋では,ラーメン
高架橋柱に曲げせん断とみ
られる破壊 [日経コンストラク

ション; 4/11]

・鷹生ダム,貯水池内で小規模
な法面崩落。衣川1号ダムで
はクラックが発生 [日経コンス

トラクション; 4/11]

・石淵ダム,既存のクラックが
拡大する被害 [ダム工学会第2次

調査レポート]

Fri.
11

Mar.

3月
11日
(金)
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Fri.
11

Mar.

3月
11日
(金)

・東部ガス,土浦市の一部(6,834戸)と水
戸市の一部(207戸)で供給停止 [W: 日本

ガス協会]

・東北ガス,白河市の一部(約514戸)で供
給停止 [W:日本ガス協会]

・常磐共同ガス,供給区域全域(いわき市
約14,572戸)で供給停止 [W:日本ガス協会]

・常磐都市ガス, いわき市の一部(約649
戸)で供給停止 [W:日本ガス協会]

・仙台市ガス局, 供給区域全て(仙台市,
多賀城市, 名取市, 宮城郡利府町, 黒川
郡富谷町, 大和町計約311,144戸)で供
給停止 [W:日本ガス協会]

・塩釜ガス, 供給区域全て(塩釜市, 多賀
城市,宮城郡七ヶ浜町,利府町計9,665
戸)で供給停止 [W:日本ガス協会]

・釜石ガス,釜石市の一部(約6,324戸)で
供給停止 [W:日本ガス協会]

・気仙沼市(ガス水道部), 供給区域全て
(気仙沼市計約1,140戸)で供給停止 [W:

日本ガス協会]

・石巻ガス,石巻市の一部(約6,738戸)で
供給停止 [W:日本ガス協会]

・日本ガス協会,災害対策本部を設置 [W:

日本ガス協会]

・NTT東日本では,中継伝送路90ルート
断, 通信建物18ビルが全壊し23ビルが
浸水, 電柱流出および折損が約6.5万
本, 架空ケーブル流出および損傷が約
6,300kmの通信設備被害 [W: NTT東日本]

・NTT東日本では,約1,000の通信ビルで
商用電源の途絶や装置故障が発生, 非
常用バッテリー・発電機・移動電源車
で電力供給を図る [W: NTT東日本]

・NTT東日本は宮城, 岩手, 山形, 福島,
栃木, 茨城の各県と東京都で通話を規
制 [A]

・NTTドコモ,地震発生直後に災害対策
本部を発足。通信障害の状況確認に着
手 [NK]

・NTTドコモ,東北地方を中心に3070の
携帯基地局でサービス中断 [A]

・ソフトバンクテレコム, 約33,000回線
で支障 [W:ソフトバンクテレコム]

・ソフトバンクBB, 約145,000回線で支
障 [W:ソフトバンクBB]

・ソフトバンク,ショートメールサービ
スを11日から1週間無料化 [A]

・Twitterのダイレクトメッセージ,地震
発生後のアクセス殺到時を除きおおむ
ね機能 [原発・大震災サバイバルブック]

・スマートフォンでのインターネット回
線を通したメールの送受信, 地震発生
直後から可能(ただしインターネット
回線に接続可能な地域に限る) [原発・大

震災サバイバルブック]

・NHK, スマートフォンでも視聴でき
る「ユーストリーム」と「ニコニコ動
画」で総合テレビのニュースを配信開
始 [NK]

・Skypeによる通話, 都内では地震発生
直後から数時間後に回復 [原発・大震災サ

バイバルブック]

・WILLCOM,サービス中断のPHS基地
局数は約14,000 [W: WILLCOM]
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Fri.
11

Mar.

3月
11日
(金)
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Fri.
11

Mar.

3月
11日
(金)

・ワンセグ放送, 地震発生直後から安
定的に利用可能 [原発・大震災サバイバル

ブック]

・日米間の海底ケーブル4本が切断 [A]

・国交省,ライフラインとなる占用物件
の災害復旧の取り扱いについて通知。
ライフラインの災害復旧のための道路
占用手続きを簡略化 [W:内閣府]
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Fri.
11

Mar.

3月
11日
(金)
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Sat.
12

Mar.

3月
12日
(土)

00:13茨城県沖震源の地震,
M6.6,香取市で震度4 [Y]

00:24 群馬県北部震源の地
震,群馬県沼田市などで震
度4 [Y]

01:00 警察庁によると, 地
震による死者は宮城・福
島・東京など1都8県で133
人, 行方不明者は530人。
別に仙台市若林区で津波
による200～300人の水死
とみられる遺体を発見 [A]

03:44福島県沖震源の地震,
郡山市で震度4 [Y]

03:59 長野県北部を震源と
する地震。長野県栄村で
震度6強 [Y]

04:03 三陸沖震源の地震,
M6.2,盛岡市で震度4 [Y]

04:08茨城県沖震源の地震,
水戸市などで震度4 [Y]

04:09 長野県北部震源の地
震,長野県栄村で震度4 [Y]

04:12 新潟県中越地方震源
の地震,新潟県十日町市な
どで震度4 [Y]

04:24 千葉県東方沖震源と
する地震,銚子市などで震
度4 [Y]

04:32 新潟県中越地方震源
の地震,長野県栄村で震度
6弱 [Y]

04:44 新潟県中越地方震源
の地震,新潟県十日町市な
どで震度4 [Y]

04:45福島県沖震源の地震,
福島県田村市で震度4 [Y]

04:47秋田県沖震源の地震,
青森県五所川原市などで
震度4 [Y]

05:08 警察庁, 午前4時50分
時点での死者・行方不明
者が1000人を超えると発
表 [Y]

05:42 新潟県中越地方震源
の地震,長野県栄村で震度
6弱 [Y]

06:11 長野県北部震源の地
震,長野県栄村で震度4 [Y]

06:34福島県沖震源の地震,
楢葉町で震度4, 新潟県中
越地方を震源とする地震
も発生 [Y]

10:00警察庁発表によると,
10都府県で地震や津波
による死者は287人, 行方
不明者725人。合計1000
人超える [NK]

11:00警察庁によると,地震
による死者は岩手・宮城・
福島・東京など1都9県で
413人, 行方不明者は784
人 [Y]

00:11枝野官房長官,地震発
生後5回目の記者会見 [Y]

00:15菅首相,オバマ米大統
領と電話会談 [NK]

03:12枝野官房長官,地震発
生後6回目の記者会見 [Y]

06:19 菅首相, 被災状況視
察のためヘリで官邸を出
発 [ふくしまの30日]

07:00過ぎ菅首相,東京電力
福島第1原発を視察。その
後,宮城県沿岸部の被災地
を上空から視察 [A]

08:12第4回緊急災害対策本
部会議 [W:官邸]

11:30第5回緊急災害対策本
部会議 [W:官邸]

13:50 国家公安委員会が臨
時会を終了,行方不明者の
捜索に全力を挙げる方針
を確認 [Y]

15:00 菅首相が与野党党首
会談,地震発生後2回目 [Y]

18:00前枝野官房長官,記者
会見 [A]

20:30 菅首相, 記者会見で
メッセージ [W:官邸]

21:00前枝野官房長官,記者
会見 [A]

21:40第6回緊急災害対策本
部会議 [W:官邸]

・自民・公明両党,与野党党
首会談で通常国会の「休
会」を提案 [A]

・夜の持ち回り閣議にて東
日本大震災の被害を激甚
災害に指定する政令が決
定 [FP]

・「平成23年(2011年)東北地
方太平洋沖地震により被
害を受けた中小企業者等
に対する災害融資に関す
る特別措置について」,閣
議決定 [W:内閣府]

・天皇・皇后は,犠牲者への
お悔やみ,負傷者・被災者
へのお見舞い,災害対策に
あたる人へのねぎらいを
宮内庁長官経由で菅首相
に伝達 [皇室; 50]

01:20 福島第1原発1号機で格納容
器の圧力が異常上昇 [NK]

01:30 福島第1原発1号機について,
格納容器から蒸気を逃がすベン
トを急ぐよう国が東電に指示 [A]

03:05 海江田経産相らが記者会見。
福島第1原発でのベント実施方針
を発表 [A]

05:44 菅首相, 福島第1原発の半径
10キロ圏内に避難を指示 [NK]

06:50海江田経産相, 東電に福島第
1原発1・2号機の格納容器の圧力
抑制を命令 [NK]

07:11 菅首相, 第1原発に到着し視
察。8:04に出発 [NK]

07:45 福島第2原発についても原子
力緊急事態宣言を発令。菅首相
が半径3キロ圏内に避難を指示,
3～10キロ圏内に屋内待避を指
示 [NK]

10:17 福島第1原発1号機でベント
開始 [NK]

11:20原子力安全・保安院,福島第1
原発1号機の燃料棒が一時水面か
ら露出し炉心溶融の可能性が高
いと発表 [メルトダウン]

11:36 福島第1原発3号機で冷却シ
ステム(隔離時冷却系)が停止 [A]

15:00? 原子力安全・保安院,今回の
事故を, INES〈国際原子力事象評
価尺度)の暫定評価で, JCO事故と
同じ「4」程度と位置づけ [A]

15:36 福島第1原発1号機で水素爆
発 [A]

17:39 菅首相, 福島第2原発の10キ
ロ以内に避難を指示 [A]

18:00 菅首相, 福島第1原発への海
水注水を指示 [NK]

18:25 菅首相, 福島第1原発の半径
20キロ圏内に避難を指示 [NK]

20:20 福島第1原発1号機で海水と
ホウ酸の注水を開始 [NK]

20:30頃枝野官房長官,「1号機は水
素爆発,格納容器の損傷は認めら
れない」と発表 [メルトダウン]

・東電,福島第1原発1号機から放射
性物質を含む水蒸気を外部に放
出する作業を始めたと発表。格
納容器内の破損を防ぐため [NK]

・NRC(米原子力規制委員会)の先
遣隊が来日 [NK]

・夜 IAEA(国際原子力機関)の天野
事務局長,日本からの要請があれ
ば技術的な支援を行う用意があ
る旨を表明 [A]

05:15 陸自:第1空挺団(習志野)の人員約40名が, 車
両6両(水トレーラー4両含む)により,給水支援及
び輸送支援を実施 [SDF]

06:30海自:「はるさめ」搭載ヘリが陸前高田で孤
立住民3名を救助 [SDF]

06:35 海自:第73航空隊のUH-60Jが石巻沖の船舶
乗員10名を救助 [SDF]

08:41 空自:第1輸送航空隊(小牧)のC-130×1機が
DMAT要員約65名を花巻へ輸送 [SDF]

08:51 空自:第3輸送航空隊(美保)のC-1×1機が
DMAT要員約40名を輸送 [SDF]

09:20原子力災害派遣命令 [SDF]

09:30 空自:第1輸送航空隊(小牧)のC-130×1機が
DMAT要員約65名を花巻へ輸送 [SDF]

09:32 海自:第73航空隊のUH-60Jが石巻湾漂流中
の1名を救助 [SDF]

09:40 空自:三沢ヘリ空隊CH-47×1機が10回の空
中消火,及び要救助者30名を収容 [SDF]

09:43海自:「さわゆき」搭載ヘリが陸前高田病院
付近から避難場所まで被災者3名を搬送 [SDF]

09:53海自:「たかなみ」搭載ヘリが鹿妻小学校か
ら石巻赤十字病院まで被災者9名を搬送 [SDF]

10:36 空自:三沢ヘリ空隊CH-47×1機が岩手県下
閉伊郡山田町の43名を救助 [SDF]

10:55海自:「さわゆき」搭載ヘリが陸前高田市役
所屋上から避難場所まで被災者5名を搬送 [SDF]

11:26海自:「おおなみ」搭載ヘリが気仙沼市内か
ら気仙沼小学校まで被災者5名を搬送 [SDF]

12:40海自:第2護衛群第6護衛隊「はるさめ」のヘ
リが気仙沼で13名救助 [SDF]

12:40 空自:第3輸送航空隊(美保)のC-1×1機が
DMAT要員約30名を輸送 [SDF]

13:04海自:第111航空隊のMCHが陸前高田病院か
ら花巻空港まで人員輸送 [SDF]

13:38 海自:第2護衛隊群第6護衛隊の「たかなみ」
から内火艇×2隻が孤立した被災者27名を救助。
別に救助された5名をあわせた32名のうち, 4名
を搭載ヘリにより日赤病院に搬送。残りの28名
は艦内で待機 [SDF]

13:44海自:「たかなみ」搭載ヘリが高田病院へ被
災者12名を搬送 [SDF]

14:05海自:「たかなみ」搭載ヘリが高田病院へ被
災者2名を搬送 [SDF]

14:11海自:「すおう」が八戸沖から八戸港まで被
災した漁船船員1名を搬送 [SDF]

14:28海自:「さわゆき」搭載ヘリが高田病院へ被
災者2名を搬送 [SDF]

14:30 海自:第111航空隊(岩国)のMCH-101が陸前
高田病院から花巻空港まで人員輸送 [SDF]

14:34海自:「たかなみ」搭載ヘリが石巻市内から
石巻赤十字病院まで被災者5名を搬送 [SDF]

15:05海自:「おおなみ」搭載ヘリが阿武隈川河口か
ら気仙沼陸上競技場まで被災者4名を搬送 [SDF]

15:07海自:「たかなみ」搭載ヘリが鹿妻小学校か
ら石巻赤十字病院まで被災者4名を搬送 [SDF]

15:23海自:第2航空群UH64が深海掘削船「ちきゅ
う」から80名を救助,八戸まで移送 [SDF]

16:10海自:「たかなみ」搭載ヘリが鹿妻小学校か
ら石巻赤十字病院まで被災者6名を搬送 [SDF]

16:30海自:「きりしま」搭載ヘリが鹿妻小学校へ
物品輸送 [SDF]

16:35海自:「たかなみ」搭載ヘリが鹿妻小学校か
ら石巻赤十字病院まで被災者5名を搬送 [SDF]

09:00ウィラード
米太平洋軍司令
官, 折木統幕長
に原発事故の
情報提供を要
請 [NK]

・米国防総省, 震
災をうけて原
子力空母ロナル
ド・レーガンが
本州東海岸に向
け移動開始した
と報道 [NK]

・佐世保の揚陸
艦トートゥガが
救難支援の準備
に着手。横須賀
港の第七艦隊旗
艦ブルーリッジ
がシンガポール
より日本に向か
う。また, 横田
基地は成田に着
陸できなかった
民間機10機以上
を受け入れ [M]

・普天間飛行場の
KC13空中給油
機やCH46輸送
ヘリコプター,
岩国基地に到
着 [A]

・米海軍, 厚木基
地から被災地
に物資輸送を開
始 [A]

・未明オバマ大統
領, 菅首相に電
話で「あらゆる
協力をしたい」
[M]

・米原子力規制
委員会,福島第1
原発1号機と同
じ炉型である
沸騰水型炉の専
門家2人を日本
に派遣したと発
表 [A]

・米国際開発局,
被災地支援に
当たる災害援助
チームを緊急派
遣すると発表。
都市捜索・救助
隊2チームも加
わり各チーム72
人で構成, 75ト
ンずつの救援物
資を持参 [NK]

00:00 東京メトロ副都心線(池袋-渋谷),
小田急小田原線(新宿-小田原), 江ノ島
線(相模大野-藤沢), 多摩線(新百合ヶ
丘-唐木田)が運行再開 [鉄道被災]

00:00時点 日本航空, 国内線143便と国
際線15便の欠航を決定。約12万8000
人に影響。3月12日も,仙台・羽田発着
便を中心に38便の欠航を決定 [A]

01:00時点 阪和自動車道, 和歌山IC―南
紀田辺IC間の下り線が通行止め [Y]

01:09東京メトロ日比谷線(北千住-上野)
が運行再開 [鉄道被災]

03:59 JR飯山線(横倉-森宮野原),震度6の
地震により地盤が崩れレール浮く [震災

と鉄道全記録]

04:51 JR東日本, 岩手・宮城両県の海岸
沿いの大船渡線ほか3路線計4列車と連
絡が取れないことを発表 [震災と鉄道全

記録]

04:58東京モノレール線(羽田空港第2ビ
ル-モノレール浜松町)が運行再開 [鉄道

被災]

05:00京急久里浜線(堀ノ内-三崎口)が運
行再開 [鉄道被災]

05:02京急本線(泉岳寺-品川-浦賀),同逗
子線(金沢八景-新逗子),都営浅草線(浅
草橋-押上), 都営三田線(白金高輪-三
田)が運行再開 [鉄道被災]

05:07京急大師線(京急川崎-小島新田)が
運行再開 [鉄道被災]

05:19 京急空港線(京急蒲田-羽田空港国
内線ターミナル)が運行再開 [鉄道被災]

05:27東京メトロ東西線(妙典-西船橋)が
運行再開 [鉄道被災]

05:31東京メトロ有楽町線(和光市-池袋)
が運行再開 [鉄道被災]

06:00時点 NTT東日本が神奈川・埼玉の
各県に設置した特設公衆電話は計126
台 [W: NTT東日本]

06:03 江ノ電(藤沢-江ノ島), 同(稲村ヶ
崎-鎌倉)が運行再開 [鉄道被災]

06:10 京成電鉄押上線(押上-青砥), 千葉
線(京成津田沼-千葉中央),千原線(千葉
中央-ちはら台)が運行再開 [鉄道被災]

06:20頃北総線(京成高砂-印旛日本医大)
が運行再開 [鉄道被災]

06:30千葉都市モノレール1号線(千葉み
なと-千葉), 2号線(千葉-千城台)が運行
再開 [鉄道被災]

06:54頃 京成電鉄本線(京成上野-八千代
台)が運行再開 [鉄道被災]

07:00時点水道は,宮城県栗原市など8市
町, 茨城県の26市町村の全域で断水。
北海道から静岡県まで広い範囲に断水
地域あり [A]

07:00頃 JR横浜線(東神奈川-八王子), 東
武鉄道東上本線(池袋-寄居),越生線(坂
戸-越生),東京メトロ千代田線(綾瀬-北
綾瀬)が運行再開 [鉄道被災]

07:00横浜市営地下鉄ブルーラインが運
転見合わせ [KS]

07:03頃 りんかい線(新木場-東京テレ
ポート)が運行再開 [鉄道被災]

・サントリー, 3月12日から被災地に向
け飲料水約36万本の発送を開始 [A]

・東京製鉄,宇都宮市の電炉を休止。13
日まで。14日からも見通し立たず [NK]

・トヨタ自動車, 3月14日の国内全工場
の稼働休止を発表 [NK]

・日産自動車, 3月13日の国内全工場で
の操業中止を決定 [NK]

・富士通子会社のFDK,震災の影響で品
薄続く乾電池を震災翌日からフル生
産 [A]

・大手ファミレスのロイヤルホスト,
千葉県船橋市内の食品工場が稼働停
止 [A]

・壱番屋,宮城県や茨城県の約90店で営
業取りやめ。栃木県矢板市にあるカ
レールーの主力工場が停電で稼働を停
止したため [A]

‐スーパーやコンビニエンスストア(セ
ブン&アイ・ホールディングス, イオ
ン,ローソン,味の素ほか),飲料水や食
料を被災地に送る [A]

・午前日本郵政グループ,東北地方ほか
被災地向けの荷物の引き受けを当面停
止すると発表 [A]

・佐川急便, 東北6県・茨城・北海道の1
道7県向けの宅配便の集荷や配送を当
面中止。関東1都6県ではクール便や配
達時間指定の受付を中止 [A]

・全国銀行協会の奥正之会長(三井住友
銀行頭取),震災のために支払期日に企
業が手形決済をできない場合でも不渡
りとして扱わないよう金融機関に要
請 [A]

・全国銀行協会の指針を受けて,各行は
預金証書・通帳がない場合でも預金者
の本人確認を条件に1日1人10万円ま
での払い戻しに対応 [原発・大震災サバイ

バルブック]

・東北地方の金融機関,土日も営業し被
災者の資金繰りを支援する方針を決
定。13日は三菱UFJと三井住友が仙台
支店を, りそな銀行は仙台・土浦・前
橋・宇都宮の4支店を9時～17時まで開
ける。みずほ銀行も福島・郡山・青森・
仙台の4支店を正午から15時まで,新生
銀行の仙台支店も9時～15時まで窓口
を開く。岩手銀行, 七十七銀行など東
北各県の地方銀行など被災地の地方銀
行も一部の店舗を開く予定。 [A]

・七十七銀行, 3月12日(土曜)も, 本店営
業部はじめ17店舗で午前9時から午後
3時まで営業 [NK]

・大東銀行, 12日・13日にも営業 [NK]

・農林中央金庫,東日本大震災で被害を
受けた農林漁業者のため資金繰りにつ
いての相談窓口を開設。農協の各支店
などにも相談窓口を順次設置する予
定 [A]

・国税庁, 所得税・贈与税の確定申告期
限を3月15日から延長すると発表。対
象は青森・岩手・宮城・福島・茨城の
5県に在住する納税者。延長期間は未
定 [NK]

10:00 日本歯科医師会, 東北地方太平
洋沖地震(仮称)災害対策本部の第1
回会議を開催 [W:日本歯科医師会]

・国交省,避難所の用地選定のため専
門家を派遣 [A]

・土木学会,東北関東大震災特別委員
会(仮称)の設置を内定 [W:土木学会]

・日本建築学会,大災害調査復興支援
本部連絡会にて,学界の対応を確認。
また, 災害委員会と情報収集支援室
による会議を開催 [建築雑誌; No.1622]

・日本建築学会本部委員会,関東支部
地震災害調査連絡会に対し, 被災状
況の把握に当たるよう要請 [建築雑誌;

No.1622]

・新建築家技術者集団,全国幹事会を
開催(3月13日まで)。救援募金活動
の開始, 現地調査団派遣の準備等に
ついて確認 [W:新建築家技術者集団]

・日本建築家協会,本部に災害対策本
部を立ち上げ。また, 「日本建築家
協会の声明と会員の皆様への支援依
頼」を発表 [W:日本建築家協会]

・日本建築士事務所協会連合会,東北
地方太平洋沖地震に関する対策本部
(東日本大震災対策本部)を設置 [W:

日本建築士事務所協会連合会]

・建設コンサルタンツ協会,災害対策
本部を設置 [W:建設コンサルタンツ協会]

・建設コンサルタンツ協会関東支部,
災害対策現地本部を設置 [W:建設コン

サルタンツ協会]

・建設コンサルタンツ協会北陸支部,
災害対策支部を設置 [W: 建設コンサル

タンツ協会]

・建設コンサルタンツ協会近畿支部,
災害対策支部を設置 [W: 建設コンサル

タンツ協会]

・建設コンサルタンツ協会九州支部,
災害対策支部を設置 [W: 建設コンサル

タンツ協会]

・都市再生機構, 第1次現地調査団を
仙台に派遣 [W: UR]

・土木研究所, 被災地域の各地で, 道
路橋や河川堤防の被害状況, 土砂災
害の派生状況などを順次調査開始,
[W:土木研究所]

・建築研究所,国交省の国土技術政策
総合研究所と共同で建築物被害調
査, 応急危険度判定等の要請に対応
する態勢を構築。また国交省からの
要請に応じ, 被災地域各地の調査に
専門家を派遣開始 [W:建築研究所]

・日本行政書士会連合会,東北地方太
平洋沖地震合同大規模災害対策本部
を立ち上げ [W:日本行政書士会連合会]

・日本税理士会連合会,財務相および
国税庁長官宛に, 「納税申告書の提
出期限の延長に関する緊急要望書」
を提出 [W:日本税理士会連合会]

・日本社会福祉士会,災害対策本部を
設置 [W:日本社会福祉士会]
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市民社会 原発事故の影響 文化/風俗/メディア 東京圏/計画停電 福島県 宮城県 岩手県 海外動向

08:40 公益社団法人シビッ
ク・フォース, スタッフ4
人を被災地に派遣 [W: シ

ビック・フォース]

・公益社団法人シビック・
フォース, NGO5団体(シ
ビック・フォース, ADRA
Japan, ジャパンプラット
フォーム,チャリティ・プ
ラットフォーム, ピース
ウィンズジャパン)の調査
隊を乗せて宮城県名取市
へ出発 [W:シビック・フォース]

・夜 国 際 医 療NGOの
AMDA, 11人のスタッフ
が3組に分かれて被災地入
り [A]

・夕 国境なき医師団日本
の調査チーム, 被災地入
り [W:国境なき医師団]

・ふじみの国際交流セン
ター, 地震発生時緊急マ
ニュアルを外国人向けに
翻訳して公開 [W: ふじみの

国際交流センター]

・ピースウィンズ・ジャパ
ン,宮城県名取市周辺に調
査隊を派遣 [W: PWJ]

・特定非営利活動法人BHN
テレコム支援協議会, 会
員1名を宮城県名取市へ派
遣。特定非営利活動法人
ロシナンテスが実施する
モバイルクリニックをサ
ポート [W: BHNテレコム支援

協議会]

・災害メッセンジャー, 結
成 [W:災害メッセンジャー]

・国際協力NGOセンター
JANIC,「東北関東大震災
緊急支援まとめて募金」
を開設 [W: JANIC]

・NPO法人・アトピッ子地
球の子ネットワーク,物資
提供のお願いをウェブ上
に掲載 [W: アトピッ子地球の

子ネットワーク]

・ADRA Japan,炊き出しの
食材や鍋を車2台に積み,
スタッフ5人が福島に向け
て出発 [A]

・原子力資料情報室, 1回目
の記者会見 [W:原子力資料情

報室]

・東京外国語大学の学生,
多言語WP「地震発生時緊
急マニュアル」を立ち上
げ [NK]

・浦安市社会福祉協議会,災
害ボランティアセンター
を設置 [B:全社協被災地支援・

災害ボランティア情報]

18:00 東京消防庁のハイ
パーレスキュー隊8隊28
人, 15時過ぎに東京を発っ
て福島第1原発に向かって
いたが,引き返す [A]

21:00過ぎ 東電, 福島第1原
発1号機の爆発で住民3人
が被曝と発表 [NK]

・午前被曝医療支援の医師
らで構成する「緊急被ば
く医療支援チーム」(RE-
MAT), 福島県原子力災害
対策センターに到着した
と厚労省が発表 [NK]

・日医工(富山県),放射性ヨ
ウ素が体に取り込まれる
のを防ぐ飲み薬25人分を
福島県へ出荷 [A]

・茨城県,空気中の放射線量
を測定するモニタリング
ポストを北茨城市役所に
設置するため運搬開始 [A]

・原子力資料情報室, 1回目
の記者会見 [W:原子力資料情

報室]

09:00 文化庁によると, 3月
12日9:00までに,国の重要
文化財4件, 史跡1件を含
む計7件に被害 [A]

・スポーツ施設(カシマスタ
ジアム, ユアスタ, 日本製
紙クリネックススタジア
ム宮城, 東京辰巳国際水
泳場など)の被災状況が判
明 [A]

・地震による揺れの影響で,
東京タワー最上部の「スー
パーターンアンテナ」が肉
眼でわかるほど曲がる [Y]

・日本陸上競技連盟, 3月13
日に予定していた名古屋
女子マラソンの中止を発
表 [Y]

・九州新幹線の全線開通を
祝う行事,中止相次ぐ [A]

・文部科学省の集計による
と,東北・関東地方の国公
立大学を中心に少なくと
も27大学が3月12・13日に
予定していた後期日程の
試験を中止 [A]

・サッカーのドイツ1部リー
グ・シャルケの内田選手,
フランクフルト戦に出場
後,被災地にエール [A]

・インターFMは東京・神奈
川・千葉・埼玉の1都3県中
心部で,災害情報を英語で
も放送 [A]

・ブリヂストン,テレビCM
をAC広告へ差し替え(3月
28日まで) [宣伝会議; No.815]

・NHK,ラジオ第1のライブ
ストリ-ミングを開始 [W:

NHK]

・「自衛隊,県庁が個人の支
援物資を受け付けている」
との誤情報。前後して「有
害物質の雨が降る」「水道
に異物混入」「西日本で節
電が必要」といったチェー
ンメールが流布 [A]

・兵庫県のIT会社経営者:
阿比留さんが「お願いタ
イガー!災害版」を作成。
被災者と支援者の物資の
ニーズをマッチング [A]

02:15国道20号(東京都新宿区),上り線で通行止め解除 [W:関

東地方整備局]

04:00時点東京都内では,約9万4千人の帰宅困難者が都区関
連の1030の一時受け入れ施設に滞在 [W:産経新聞]

04:18国道20号(東京都新宿区),下り線で通行止め解除 [W:関

東地方整備局]

07:00茨城県が被害状況把握のため,機動班員を市町村災害
対策本部へ派遣 [I]

07:00横浜市営地下鉄ブルーラインが運転見合わせ [KS]

08:00 国道51号(茨城県鉾田市), 通行止め解除 [W: 関東地方整

備局]

08:00東日本大震災による神奈川県内の死者は3人。負傷者
は29人に [KS]

09:00第3回茨城県災害対策本部会議を開催 [I]

09:00横浜線・南武線・伊東線・京浜東北線の各線が全区間
で運転を再開 [KS]

09:10東急東横線・MM線は通常の7～8割の本数で運行。東
急田園都市線は各駅停車のみ運行 [KS]

11:00茨城県が外国人相談窓口を開設 [I]

11:30関東鉄道竜ケ崎線が運転再開 [I]

12:14首都圏の電力は,茨城・栃木・千葉の3県と東京都内で
86万戸が依然停電 [A]

12:20常陸那珂火力発電所(茨城県)の煙突から転落した作業
員4人の死亡を確認 [I]

12:55 国道357号(神奈川県川崎市), 上下線の通行規制解
除 [W:関東地方整備局]

13:00 国道16号(千葉県市原市), 通行止め解除 [W: 関東地方整

備局]

14:15 国道16号(神奈川県横須賀市), 通行止め解除 [W: 関東地

方整備局]

15:30 国道1号西湘バイパス(神奈川県大磯町), 通行止め解
除 [W:関東地方整備局]

15:40国道357号(神奈川県横浜市),通行止め解除 [W:関東地方

整備局]

16:00国道6号(茨城県日立市旭高架橋),通行止め解除 [W:関東

地方整備局]

17:00警視庁まとめによると,都内での死者は5人,重傷者13
人,軽傷者64人 [A]

17:12国道4号(栃木県那須塩原市),通行止め解除 [W:関東地方

整備局]

17:30国道50号(茨城県筑西市下館跨線橋),通行止め解除 [W:

関東地方整備局]

17:40第4回茨城県災害対策本部会議を開催 [I]

18:00 東京消防庁のハイパーレスキュー隊8隊28人, 15時過
ぎに東京を発って福島第1原発に向かっていたが, 引き返
す [A]

18:05 国道6号(茨城県石岡市), 通行止め解除 [W: 関東地方整

備局]

18:08関東鉄道常総線が取手-水海道間で運転再開 [I]

19:30 国道6号(茨城県水戸市), 通行止め解除 [W: 関東地方整

備局]

・午前 都内の主な卸売市場, 開始時間を遅らせてセリを実
施。震災で生鮮食品届かず入荷も遅延 [NK]

・都立高校42校が3月12日予定の卒業式を延期 [A]

・東電, 3月14日(月)から電力供給区域内で順番に計画停電を
実施する方針を発表 [NK]

・首都圏では帰宅難民で避難所やネットカフェ,ファミレス,
ホテルが満席・満室状態となり大混雑 [NS]

16:31 福島県田村市, 大熊町から7005人の
受け入れを完了 [A]

18:00東京消防庁のハイパーレスキュー隊
8隊28人, 15時過ぎに東京を発って福島第
1原発に向かっていたが,引き返す [A]

19:30から福島県浪江町,福島第1原発の半
径10キロ以内の町民約1800人を, それま
での避難所から20キロ圏外の同町津島地
区にバスで移動開始 [A]

20:00時点 東北電力によると, 県内の停電
は中・浜通りを中心に123,216戸 [FP]

21:00過ぎ 東電, 福島第1原発1号機の爆発
で住民3人が被曝と発表 [NK]

・午前 被曝医療支援の医師らで構成する
「緊急被ばく医療支援チーム」(REMAT),
福島県原子力災害対策センターに到着し
たと厚労省が発表 [NK]

・福島県内の拘置支所2か所に収容中の
被告人ら50, 東京・栃木の施設に全員移
送 [A]

・情報通信研究機構, おおたかどや山標
準電波送信所(福島県田村市)の職員が退
避 [A]

・地震発生後に発生した大津波により, 相
馬, 南相馬両市を中心に浜通りの市町は
広い範囲で水没 [FP]

‐南相馬市沿岸部の国道6号は道路のそば
まで漁船が流され, 依然各所で交通が寸
断 [FP]

・JRは県内全線で運転を見合わせ。高速道
路は12日午前11時から災害対策のための
緊急車両の通行に限定。主要・一般国道
も計31ヵ所で通行止め [FP]

・福島県内各地で断水が続き, 各自治体が
給水所を設置。ほぼ全域が断水した福島
市は市支所など計14ヵ所で給水 [FP]

・相馬市対策本部によると, 燃料確保が最
大の問題。市内ガソリンスタンドなどが
貯蔵する燃料はあと3日もたないが,供給
見通しが立たず [FP]

・政府, 福島第1・第2原発から半径10キロ
以内の住民に避難を指示。対象は浪江・
双葉・大熊・富岡・楢葉・広野の6町計
61,698人 [FP]

・福島県は国に次の4項目を緊急要望。住
民避難先の確保,住民輸送手段の確保,避
難先の生活物資の確保, 救助活動を行う
人員の安全の確保 [FP]

・南相馬市の避難所には原発周辺の浪江町
などの1,600人が避難。防災無線で毛布
や食料品の提供を呼びかけ市役所に救援
物資が集積 [FP]

・福島市は南相馬市から1,000人の受け入
れ準備。三春町は南相馬,大熊,双葉各市
町から1,500人, 小野町は大熊町の約400
人を受け入れ [FP]

・川俣町には, 双葉町や浪江町の町民が避
難し,学校施設などを開放。2,000人を超
える避難者を受け入れ [FP]

・福島県浪江町の町役場, 同町内の支所に
一時移転 [NK]

・日医工(富山県), 放射性ヨウ素が体に取
り込まれるのを防ぐ飲み薬25人分を福島
県へ出荷 [A]

・大東銀行, 12日・13日にも営業 [NK]

04:51 JR東日本,岩手・宮城両
県の海岸沿いの大船渡線ほ
か3路線計4列車と連絡が取
れないことを発表 [震災と鉄道

全記録]

09:00楽天,仙台市日本製紙ク
リネックススタジアム宮城
にて携帯充電サービスを実
施。2階トイレも提供 [A]

・朝岩沼市の航空大学校・航
空保安大学校の航空整備の
ジャムコに孤立していた約
300人, 消防のボートなどで
救出され始める [K]

・午後石巻港の岸壁で助けを
求める幼稚園児や園長ら計
32人, 海上自衛隊の護衛艦
「たかなみ」によって救助 [A]

・女川町の離島・出島で,孤立
していた住民が自衛隊の大
型ヘリで島を脱出 [K]

・遺体安置所となった名取市
の増田体育館では,昼前から
順次,自衛隊車両や救急車な
どで遺体が運び込まれた。
宮城県警が身元確認 [K]

・気仙沼市中心部の商店主ら,
自力で避難所としていた地
元神社境内の自治会館につ
いて, 指定避難所とするよ
う市に要請し,市はこれを了
承 [K]

・宮城県と仙台管区気象台,東
日本大震災で地盤が緩み,雨
による土砂災害の危険が高
まっているとして,多賀城市
を除く同県内34市町村で,大
雨注意報・警報と土砂災害
警戒情報の発表基準を引き
下げ [K]

・仙台地検, 宮城県内で勾留
中の容疑者ら30人を3月12
日～16日までに釈放 [A]

・仙台市,東日本大震災の被災
者向けに,仮設住宅を整備す
る検討を開始 [K]

・村井県知事,宮城県災害対策
本部会議で,全国からのボラ
ンティアの申し出が多数予
測されることを踏まえ,「受
け入れの準備ができていな
い」と述べ,当面の自粛を呼
びかけ [K]

・「石巻日日新聞」,被災翌日の
3月12日から6日間,手書きの
壁新聞を号外として発行 [A]

・「三陸新報」,震災後2日間は
車のバッテリーを利用して
A4版の号外を作成。社員が
避難所で配布 [A]

・七十七銀行, 15時まで宮城
県内17店舗で臨時営業。1日
10万円を引出し限度として
本人確認が可能な場合は対
応 [A]

00:19 宮古市内で火災延焼。
藤原地区でも民家火災 [平成

の三陸大津波]

01:29大槌・城山公園の避難者
は1200人に [平成の三陸大津波]

02:09 大船渡署, 「陸前高田
8000世帯のうち5000世帯が
被害」 [平成の三陸大津波]

03:02岩泉署,「田野畑村島越,
羅賀などで150戸流出」 [平成

の三陸大津波]

04:51 JR東日本,岩手・宮城両
県の海岸沿いの大船渡線ほ
か3路線計4列車と連絡が取
れないことを発表 [震災と鉄道

全記録]

07:08宮古署「山田湾で,潮位
上昇」 [平成の三陸大津波]

07:31 大船渡署付近で火災 [平

成の三陸大津波]

09:15釜石署,「釜石・片岸地
区に相当数の遺体」 [平成の三

陸大津波]

09:25宮古市の温泉施設「マー
ス」で16人孤立。救出を要
請 [平成の三陸大津波]

09:40 大槌・城山公園は周辺
の火災で孤立。釜石署,「自
衛隊が消火活動しているが
追い付かない」 [平成の三陸大

津波]

10:45陸前高田・長部小学校な
どに多数の避難者 [平成の三陸

大津波]

15:50山田町の火災,中央町か
ら海方向へ。長崎地区は収
束方向。船越で山林火災 [平

成の三陸大津波]

・DMAT,岩手三陸沿岸地域に
入り,活動を開始 [K]

・岩手県,災害救助法の適用を
沿岸12市町村から県内全域
に拡大。住宅再建を支援す
る被災者生活再建支援法も
全域に適用 [IN]

・岩手県災害対策本部による
と,県内の断水は34市町村の
7万5000戸。さらに拡大する
可能性 [IN]

・総務省消防庁, 陸前高田市
について,地震に伴う津波で
「ほぼ壊滅状態」と発表 [NK]

・岩手県教育委員会, 2011年度
県立高校入試の合格発表を3
月16日から22日に延期する
と発表 [W:岩手日報]

・国道45号(釜石市平田地区),
啓開作業により2車線交通路
を確保。また,国道283号(釜
石市甲子地区), 路面段差を
応急的に復旧し2車線交通路
を確保 [W:東北地方整備局]

00:00外務省(日本)によると, 3
月12日0:00までに,米国・韓
国・中国・オーストラリアな
ど38カ国・地域から支援の
申し出 [A]

07:00中国:環境保護部(国家核
安全局),黒竜江省・吉林省・
遼寧省・天津市・北京市・河
北省・山東省・江蘇省・上海
市・浙江省・福建省・広東省
の各環境保護当局に対し,放
射線量監視の強化を指示 [RJ]

07:20 ロシア:サハリン津波セ
ンター,千島列島全域に発令
していた津波警報を北部の
北クリール地区について解
除(現地時間12日午前8時20
分) [NK]

16:00外務省(日本)によると, 3
月12日16:00までに,米国・ド
イツ・韓国・ロシア・ニュー
ジーランドなど56カ国・地
域から支援の申し入れ [A]

・アメリカ:カリフォルニア州
北部クレセントシティで高
さ2.02メートルの津波を観
測。付近の海岸で25歳男性
が波にのまれて行方不明 [A]

・韓国・アメリカ・中国など
の記者,被災地入り [A]

・韓国:政府は韓国人の安否確
認などのため,外交通商省職
員5人を成田空港経由で仙台
に派遣 [A]

・韓国:政府が救助隊員5人と
警察犬2匹を派遣 [A]

・シンガポール:緊急救助隊隊
員5人と捜索犬5匹, 午後, 成
田空港に到着 [NK]

・台湾:外交部, 日本政府への
支援として約330万米ドルを
提供すると発表 [A]

・台湾:福島第1原発事故をう
け,行政員原子力委員会の副
委員長謝得志,「第一核能発
電廠から第四核能発電廠を
全面検査をする」と表明。第
一,第二核能発電廠の原子炉
計4基は,福島第1原発と同じ
BWR [LT]

・台湾:馬英九総統, 国家安全
会議と行政院に「重大災害
対応シンポジウム」の開催
を指示。関係省庁に対し,地
震・津波を想定した対応策
の提出を促す [LT]

・中国:環境保護省の張力軍次
官,会見で「原子力発電を発
展させる決心と計画に変更
はない」と強調 [NK]

・中国:中国赤十字会, 東日本
大震災の被災者に対する緊
急援助として,日本赤十字社
に100万元(約1250万円)の義
捐金を決定(1回目) [RJ]

Sat.
12
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3月
12日
(土)
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3月
12日
(土)

12:02 岩手県沖を震源とす
る地震, M5.8,盛岡市など
で震度3 [Y]

13:06 宮城県沖を震源とす
る地震, M5.2,盛岡市など
で震度3 [Y]

13:40気象庁が「津波がゆっ
くりと弱まっている」と
して, 北海道太平洋沿岸
と茨城, 和歌山, 高知各県
の大津波警報を津波警報
に [Y]

13:43 新潟県中越地方を震
源とする地震, M3.7,長野
県栄村で震度3 [Y]

14:14 茨城県北部を震源と
する地震, M4.9,茨城県常
陸太田市などで震度3 [Y]

15:44 茨城県沖を震源とす
る地震, M4.7,茨城県土浦
市などで震度3 [Y]

22:15 福島県沖を震源とす
る地震, M6.0,福島県楢葉
町などで震度5弱 [Y]

23:35 新潟県中越地方を震
源とする地震, M4.4,長野
県栄村で震度5弱 [Y]

・ペルーで現地時間夜, 20
センチから40センチの津
波が到着 [A]

16:45海自:「はるさめ」搭載ヘリが浦島小学校か
ら被災者12名を救助,気仙沼小学校へ搬送 [SDF]

17:28海自:「たかなみ」搭載艇が石巻周辺で被災
者2名を救助・搬送 [SDF]

17:56海自:「おおなみ」搭載ヘリが阿武隈川河口
から被災者33名を救助, 岩沼市陸上競技場へ搬
送 [SDF]

18:58海自:「はるさめ」搭載ヘリが浦島小学校か
ら気仙沼小学校まで被災者1名を搬送 [SDF]

20:00頃 陸自:第6師団が被災民へのパン(約5万食)
を輸送 [SDF]

20:34原子力:CRF(朝霞)のUH-3機とCH47×3機が
福島第1原発周辺住民の避難輸送を終了 [SDF]

23:33 空自:第2輸送航空隊(入間)がDMAT8名を羽
田から福島まで輸送 [SDF]

・空自:約5トンの水を積載可能なタンク車9台を福
島第1原発に派遣 [NK]

・菅首相,北沢防衛相に対し「10万人をめどに態勢
を」と自衛隊の救援態勢増強を要請 [A]

・防衛省,東北地方に派遣する自衛隊員を約2万人
に拡大すると発表 [NK]

07:30頃 東京メトロ東西線(中野-高田馬
場)が運行再開 [鉄道被災]

07:32 JR南武線(川崎-立川)が運行再
開 [鉄道被災]

07:35頃 JR相模線(茅ヶ崎-海老名), JR中
央線快速(東京-高尾)が運行再開 [鉄道

被災]

07:54 JR中央・総武線各駅停車(三鷹-千
葉)が運行再開 [鉄道被災]

07:59 JR東海道線(東京-熱海)が運行再
開 [鉄道被災]

08:25 JR総武線快速(東京-千葉)が運行再
開 [鉄道被災]

08:30頃 りんかい線(東京テレポート-大
崎)が運行再開 [鉄道被災]

08:49頃 JR横須賀線(大船-逗子)が運行再
開 [鉄道被災]

08:56頃 JR山手線内回りが運行再開 [鉄

道被災]

09:00時点 NTTドコモでは, 携帯電話基
地局6680カ所が電波停止。11日夜の
2200カ所から増。通信会社の被害が
東北地方を中心に拡大 [NK]

09:00横浜線・南武線・伊東線・京浜東
北線の各線が全区間で運転を再開 [KS]

09:01頃東武鉄道野田線(柏-船橋)が運行
再開 [鉄道被災]

09:06頃 JR埼京・川越線(大崎-大宮)が運
行再開 [鉄道被災]

09:10東急東横線・MM線は通常の7～8
割の本数で運行。東急田園都市線は各
駅停車のみ運行 [KS]

09:18頃 つくばエクスプレス(秋葉原-八
潮)が運行再開 [鉄道被災]

09:36頃 JR京浜東北・根岸線(大宮-桜木
町), JR常磐線各駅停車(綾瀬-取手)が運
行再開 [鉄道被災]

09:45頃 西武鉄道西武有楽町線(練馬-小
竹向原),運行再開 [鉄道被災]

10:00時点電力は,青森・岩手・秋田・宮
城各県の全域で停電。東北6県の計約
411万戸 [A]

10:00頃 JR常磐線快速(上野-取手), 東京
メトロ千代田線(綾瀬-代々木上原)が運
行再開 [鉄道被災]

10:05頃 JR宇都宮線(上野-小金井)が運行
再開 [鉄道被災]

10:33頃 JR高崎線(上野-大宮)が運行再
開 [鉄道被災]

10:36頃 JR武蔵野線(府中本町-南浦和-
西船橋), 京成電鉄成田スカイアクセ
ス(印旛日本医大-成田空港)が運行再
開 [鉄道被災]

11:00東北道(浦和-碇ヶ関),秋田道(北上
JCT-北上西), 釜石道(花巻JCT-花巻空
港), 八戸道(安代JCT-南郷), 常磐道(三
郷JCT-いわき中央), 磐越道(津川-いわ
きJCT)を公安委員が緊急交通路に指
定 [W: NEXCO]

11:05東武鉄道桐生線(太田-赤城)が運行
再開 [鉄道被災]

11:15頃東武鉄道伊勢崎線(浅草-太田)が
運行再開 [鉄道被災]

・生命保険協会に加盟する生保47社,災
害救助法が適用された岩手県内の市町
村などで被災した契約者の保険料の
払込を猶予する。損保大手も宮城・岩
手・福島3県で被災した契約者の保険
料払込を2ヶ月猶予,満期間近の契約期
間も1ヶ月延長する。 [A]

・日本生命保険・第一生命保険・住友生
命保険などは, 被災した契約者に対し
災害関係の特約である死亡保険金や入
院給付金を全額支払いすると決定 [NK]

・内閣府,被災者生活再建支援法を岩手
県内全域に適用。適用日は3月11日 [W:

内閣府]

・財務省,被災地域における国有地(行政
財産)への使用手続きの事後申請およ
び簡素化について事務連絡 [W:内閣府]

・財務省,日本政策投資銀行などによる
低金利の危機対応融資の対象に, 被災
企業および自社は被災していないが取
引先が被災した企業を追加 [A]

・農水省,被災した農林漁業者の資金繰
りに配慮するよう関係金融機関に要
請 [A]

・厚生労働省によると,被災地で児童福
祉施設56, 老人福祉施設63, 障害福祉
施設58など少なくとも計181の社会福
祉施設で被害(7:00時点) [A]

・厚労省,医師等からの処方箋の交付が
無い場合でも, 被災地の患者に必要な
処方箋医薬品を販売・授与可能である
旨を都道府県等に連絡 [W:厚労省]

・厚労省, 柩及びドライアイスの確保・
提供について, 葬祭業の全国団体に対
して協力依頼 [W:厚労省]

・総務省消防庁によると,被災地に派遣
した緊急消防援助隊は1126隊 [NK]

・午前農水省,東北地方に届ける食料と
して菓子パン20万個,即席麺34万食,乳
児用粉ミルク141トンを確保と発表 [A]

・国交省,被災地域の応急対策に必要な
資機材の確保を建設業者団体・資機材
団体等計127団体に要請 [W:国交省]

・全国知事会,緊急広域災害対策本部を
設置 [K]

・仙台地検, 27人の容疑者を処分保留で
釈放。3人の被告の拘留を取消。3月
12日～16日にかけて [Y]

・図書館の被災・救援情報サイト「saveli-
brary」開設 [W:大日本印刷 artscape]

・ミュージアムの被災・救援情報サイ
ト「savemuseum」開設 [W: 大日本印刷

artscape]

・東京外国語大学多言語・多文化教育
研究センター, 災害情報の多言語翻
訳支援活動を開始 [W:東京外国語大学多

言語・多文化教育センター]

‐日本トラウマティック・ストレス
学会, 東日本大震災支援情報サイト
を開設 [W:日本トラウマティックストレス

学会]
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市民社会 原発事故の影響 文化/風俗/メディア 東京圏/計画停電 福島県 宮城県 岩手県 海外動向

・茨城県社協,茨城県災害ボ
ランティア支援本部を設
置。県内10市村で災害ボ
ランティアセンターを設
置 [B:全社協被災地支援・災害

ボランティア情報]

・青森県福祉救援ボラン
ティア活動本部設置 [B:全

社協被災地支援・災害ボランティ

ア情報]

・全国社会福祉協議会,東北
地方太平洋沖地震福祉対
策本部を設置 [W:全社協]

・大塚厚労副大臣,被災地で
のボランティア活動につ
いて当面は現地入りを控
えるよう,記者会見で呼び
かけ [NK]

・静岡県共闘,静岡県知事に
対し,浜岡原発の即時停止
を中電に申し入れること
やエネルギー政策を転換
することを国に申し入れ
ることを要請 [W:全労連]

・神奈川県から300人を超す消防隊員や警察官らが被災地
へ。県内では横浜・川崎・藤沢など15市のほか, 葉山・湯
河原など5町と足柄消防組合から計248人が出動。宮城・岩
手・千葉の3県に消火部隊や特殊災害隊など計60部隊を投
入。神奈川県警は交通(30人),警備(37人),刑事(20人)の3部
隊に加え航空隊ヘリを派遣し,福島県内などで行方不明者
の捜索にあたる [KS]

・第三管区海上保安本部から巡視艇3隻やヘリ1機,特殊救難
隊員15人が,神奈川県企業庁からは給水車2台が被災地へ。
大和市などからも食糧や毛布を積んだトラックが被災地に
向かう。海上自衛隊横須賀基地のヘリコプター搭載護衛艦
「ひゅうが」も出港 [KS]

・神奈川県横須賀市の軍港めぐり, 津波を警戒して終日欠
航 [KS]

・神奈川県横須賀市は老人福祉センターや西体育会館など
計15施設を臨時休館。同市内で予定されていた大型農産物
直売所のイベントも中止 [KS]

・神奈川県三浦市は, 三崎水産物地方卸売市場を臨時休業。
マグロの取り引きを中止。地域福祉センターを除いた市内
の全公共施設を臨時休館 [KS]

・神奈川県箱根町では駒ケ岳ロープウェーが停止。94人が
山頂に取り残される。自力下山が困難な5人と職員3人が
駅舎に泊まり, 12日朝に県警ヘリで救出 [KS]

・神奈川県横浜市内に18ある市立図書館は,東日本大震災の
影響で全館が臨時休館 [KS]

・東日本大震災の影響で,天井が落下するなど横浜市内でも
特に大きく損傷した施設の一つ「ハマボールイアス」を,
林文子市長が視察 [KS]

・横浜市神奈川区沢渡の横浜市民防災センターでは,市消防
局が備蓄している毛布,防災用クラッカー,缶入りの水を帰
宅困難者に提供 [KS]

・東電,神奈川県内で広範囲に発生していた停電が午前4時45
分ごろ復旧したと発表。現在停電している地域はなし [KS]

・埼玉県久喜市は3月12～25日に125戸に対し危険度調査を
実施。旧栗橋町が造成・分譲したため市に賠償責任を求め
ようとする住民が多く,説明会を数回開催 [S]

・大手ファミレスのロイヤルホスト,千葉県船橋市内の食品
工場が稼働停止 [A]

・被災した九十九里沿岸地域を支援しようと千葉県警地域
課は,「九十九里支援隊」を派遣したと発表 [S]

・被災者救援のため日本赤十字社千葉県支部は,千葉県内の
避難所で使用する救援物資(毛布)を, 要請のあった自治体
に搬送 [S]

・国の特別史跡・弘道館の正庁, 壁などがはがれ落ちる被
害 [I]

・壱番屋,宮城県や茨城県の約90店で営業取りやめ。栃木県
矢板市にあるカレールーの主力工場が停電で稼働を停止し
たため [A]

・群馬県内の被害は, 死者1人, 負傷者34人, 住宅一部損壊が
14市町村で3243棟, 330校以上で校舎にひび。群馬県災害
対策本部などのまとめ(3月12日時点) [J]

・国道45号(東松島市川下地区
―登米市東和町米谷地区間)
で路面に陥没やクラック。
応急復旧の後,緊急車両等の
通行は可に [W:東北地方整備局]

・宮城交通, 仙台-栗駒間, 仙
台-鳴子間, 仙台-古川間, 仙
台-加美間, 仙台-大衡間でバ
ス運行を再開 [W:国交省]

・岩手の地元紙「東海新報」(大
船渡市), 3月12日以降, A3版
カラー2千枚の号外を制作し
避難所に配送。13日以降は
従来の8ページから4ページ
に減らし当面はモノクロ [A]

・埼玉県内の消防本部が編成
した消防隊(174名), 未明に,
陸前高田市などに出動。同
県ドクターヘリは岩手県花
巻市へ [A]

・中国政府, 日本への3千万元
(約3億7300万円)分の緊急物
資支援を決定 [A]

・香港:検疫当局,牛乳・野菜・果
実などの検査強化を発表 [A]

・ドイツ:メルケル首相, 稼働
中の原発の安全性を緊急点
検すると表明 [NK]

・ニュージーランド:キー首相,
3月12日夜にも緊急捜索援助
隊員6人を日本に派遣し, 13
日には48人のチームを出す
と発表 [A]

・フランス:ジュペ外相, 原発
の安全性確保などを支援す
る要員を日本に派遣する考
えを表明 [A]

・ロシア:非常事態省,福島第1
原発1号機から放射性物質が
放出されたことをうけ,極東
地域での大気状況監視強化
を発表 [NK]

・ロシア:プーチン首相, 「サ
ハリン2」で日本向けに生産
する液化天然ガスの供給量
を増やすよう指示 [A]

・EU:ユーロ圏17カ国首脳会
議,包括的なユーロ安定対策
で基本合意 [NK]

・赤十字国際委員会,日本赤十
字社やその他各国の赤十字・
赤新月社の協力で家族の安
否確認のための「ファミリー
リンク・ウェブサイト」を立
ち上げ [W:日本赤十字社]

・太平洋津波警報センター,
津波情報を更新(現地時間11
日)。豪州・ニュージーラン
ド・台湾・フィリピン・ハワ
イなどアジア・太平洋地域
の一部諸国向けの警報を解
除 [NK]

Sat.
12

Mar.

3月
12日
(土)
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全般 国/政治経済 原発/東電 自衛隊 米軍/米国 基礎的インフラ 生活/生産の基盤 学界/専門家組織

Sat.
12

Mar.

3月
12日
(土)

11:20頃 JX日鉱日石エネルギー, 仙台
製油所半径2km以内の住民へ避難指
示 [W: JX日鉱日石エネルギー]

11:25頃東武鉄道伊勢崎線(太田-伊勢崎)
が運行再開 [鉄道被災]

11:30頃 京成電鉄本線(八千代台-成田空
港)が運行再開 [鉄道被災]

11:55頃 JR相模線(海老名-橋本)が運行再
開 [鉄道被災]

12:00頃八戸ガス,八戸市の一部(約1,236
戸)で供給停止 [W:日本ガス協会]

12:00頃 JR埼京・川越線(大宮-川越), 東
武鉄道野田線(大宮-柏)が運行再開 [鉄

道被災]

12:10 岩手県警, 三陸鉄道南リアス線
の列車1本と連絡が取れず確認中と発
表 [震災と鉄道全記録]

12:14 首都圏の電力は, 茨城・栃木・千
葉の3県と東京都内で86万戸が依然停
電 [A]

12:20頃新京成線(京成津田沼-松戸)が運
行再開 [鉄道被災]

12:21頃 つくばエクスプレス(八潮-流山
おおたかの森)が運行再開 [鉄道被災]

13:00頃 JR山手線外回り, 東武鉄道亀戸
線(曳舟-亀戸), 同大師線(西新井-大師)
が運行再開 [鉄道被災]

13:48頃 JR宇都宮線(小金井-宇都宮)が運
行再開 [鉄道被災]

13:58 JR東日本, 大船渡線と気仙沼線で
連絡が取れなくなっていた3列車の乗
務員の無事を確認と発表 [震災と鉄道全

記録]

14:00 JR京葉船(東京-西船橋-蘇我)が運
行再開 [鉄道被災]

14:30頃 JR高崎線(大宮-高崎)が運行再
開 [鉄道被災]

15:15頃江ノ電(江ノ島-稲村ヶ崎)が行再
開 [鉄道被災]

15:30頃芝山鉄道線(東成田-芝山千代田)
が運行再開 [鉄道被災]

15:55成田空港が入国停止を解除。ルフ
トハンザの報告による [BZ]

16:00 KDDI,北海道で利用できなくなっ
ていた災害用伝言板が復旧 [A]

16:00過ぎ 上越・長野新幹線が運行再
開 [NK]

16:30時点都市ガスでは,八戸ガス1,300
戸(市内一部), 釜石ガス約1万戸(市内
全て), 塩釜ガス1万2382戸(塩釜市, 多
賀城市,七ヶ浜町,利府町すべて),仙台
市ガス局約36万戸(仙台市, 多賀城市,
名取市, 利府町, 富谷町, 大和町のすべ
て), 福島ガス2,726戸(蓬莱町の一部),
常磐共同ガス約1万5千戸(いわき市の
すべて), 常磐都市ガス約50戸(いわき
市の一部),東北ガス約350戸(白河市の
一部), 東部ガス約7,830戸(土浦市と水
戸市の一部),東京ガス約3万(日立市の
すべて), 京葉ガス5,446戸(浦安市の一
部),九十九里町258戸(九十九里町の一
部), 秦野ガス約330戸(秦野市の一部)
の計約44万5千戸で供給停止 [A]
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12

Mar.
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(土)

17:00時点 電力は, 青森県約47万2千戸,
岩手県約74万8千戸, 秋田県約46万6千
戸, 宮城県約135万6千戸, 山形県約31
万3千戸,福島県約16万戸,栃木県約1万
2千戸, 千葉県約1万8千戸, 埼玉県534
戸,茨城県約50万5千戸で停電 [A]

17:30時点 水道は, 東北・関東など17道
県で少なくとも140万戸が断水(厚労省
発表)。宮城県登米市や福島市で各8万
戸超, 千葉県で県企業局分だけで約25
万戸。 [A]

18:00頃 国道45号(八戸-久慈), 国道395
号(軽米-久慈), 国道281号(岩手町-久
慈), 国道106号(盛岡-宮古:宮古市街地
除く), 国道283号(花巻-釜石), 国道107
号(北上-大船渡),国道284号(一関-気仙
沼), 国道108号(大崎-石巻), 国道115号
(福島-相馬), 国道459号, 国道114号(二
本松-浪江), 国道49号(郡山-磐城)で通
行可能に [W:国交省]

18:20頃 小田急電鉄江ノ島線(藤沢-片瀬
江ノ島)が運行再開 [鉄道被災]

19:00時点 NTTドコモ, 東北を中心に
6,160基地局が使用不能 [A]

19:15頃 JR横須賀線(逗子-久里浜)が運行
再開 [鉄道被災]

19:51 JR京浜東北・根岸線(桜木町-大船)
が運行再開 [鉄道被災]

20:00時点 NTT東日本, 宮城県・岩手県
を中心に加入電話87万9,500回線,光IP
電話31万3千回線が不通 [A]

20:50時点 東北道(浦和-碇ヶ関), 常磐道
(三郷JCT-常磐富岡, 山元-亘理), 磐越
道(いわきJCT-津川)で上下線とも一般
車両は通行止め。八戸道(南郷-八戸,
八戸北), 青森道(青森JCT-青森東), 秋
田道(横手-琴丘森岳)などで通行止め解
除 [A]

・東日本の新幹線, 3月12日午前時点で,
依然全ての路線が運転再開できず [A]

・東海道・山陽新幹線, 12日始発から運
転 [A]

・東葉高速線(西船橋-東葉勝田台)が始発
から運行再開 [鉄道被災]

・常磐自動車道や気仙沼市内の国道など
の一部について, 公安委員会が新たに
一般車両の通行を制限する緊急交通路
に指定 [NK]

・東北道と磐越道の全線,常磐道の一部
について,緊急車両に限り通行許可 [A]

・国道4号の通行止め2箇所のうち1箇所
を解除, 1箇所は迂回路確保 [W:国交省]

・国道45号,被災区間の確認おおむね終
了 [W:国交省]

・国際興業・庄内交通,酒田・鶴岡-渋谷・
東京間のバス運行を再開 [W:国交省]

・日本航空, 大阪国際(伊丹)空港―山形
空港の臨時便や伊丹・新千歳・羽田と
青森空港とを結ぶ便を運航 [NK]

・全日本空輸, 伊丹―福島空港便を運
航 [NK]

・国交省,船舶の出入港に係る諸手続き
の簡素化について事務連絡 [W:内閣府]
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・国交省, 北上川や阿武隈川・江戸川な
ど各地の防波堤などで亀裂や陥没を確
認との報道 [NK]

・農水省,震度4以上が発生した各県に対
し, 「人命最優先」という前提で, 「2
次災害防止」及び「ダム・ため池の点
検対象施設の点検」の2点を指示 [W:内

閣府]

・東京電力, 12日夕刻に電力供給が需要
に追いつかなくなる, との見通しを発
表 [A]

・石油連盟,石油各社に対し被災地への
石油製品の供給確保を要請 [W:石油連盟]

・経産省,内燃力発電設備の工事計画に
係る工事開始制限期間の短縮について
事務連絡 [W:内閣府]

・NTT東日本,地震で電話が使えなくな
るなどした利用者について固定電話の
基本料金を無料にすると発表 [NK]

・NTT東日本, 3月12日までに福島・宮
城・岩手・山形・長野の各県に設置した
特設公衆電話は計110台 [W: NTT東日本]

・NTTドコモ,東北・関東地方を中心に
最大6,680基地局が機能停止 [M]

・NTTドコモ, KDDI,ソフトバンクモバ
イル合わせて, 東北・関東で1万3千局
を超す基地局が停波 [A]

・ソフトバンク, iPhone向けアプリ「災
害用伝言板」を提供開始 [W: ソフトバ

ンク]

・ソフトバンク,公衆無線LANサービス
「ソフトバンクWi-Fiスポット」を4月6
日まで全国で無料開放。青森・秋田・
岩手・宮城・山形・福島・茨城・栃木・
群馬・長野・新潟ではそれ以降も無料
開放 [W:ソフトバンク]

・KDDI,東北以北と関東以西のKDDI同
士の固定電話・携帯電話の通信が可能
に [A]

・NHK,ラジオ第1放送をネットで配信。
ユーストリームはNHK, TBS, フジテ
レビ,テレビ朝日,テレビ神奈川の番組
を放送と同時に配信 [A]

・情報通信研究機構,おおたかどや山標
準電波送信所(福島県田村市)の職員が
退避 [A]

Disaster, Infrastructure and Society : Learning from the 2011 Earthquake in Japan No.1 2011

36 (24)



市民社会 原発事故の影響 文化/風俗/メディア 東京圏/計画停電 福島県 宮城県 岩手県 海外動向

Sat.
12

Mar.

3月
12日
(土)

Disaster, Infrastructure and Society : Learning from the 2011 Earthquake in Japan No.1 2011

37 (25)



全般 国/政治経済 原発/東電 自衛隊 米軍/米国 基礎的インフラ 生活/生産の基盤 学界/専門家組織

Sun.
13

Mar.

3月
13日
(日)

00:44 新潟県中越地方震源
の地震, M4.0,長野県栄村
で震度3 [Y]

01:59茨城県沖震源の地震,
M4.4,日立市で震度3 [Y]

03:09福島県沖震源の地震,
M4.5,楢葉町で震度4 [Y]

03:47 新潟県中越地方震源
の地震, M3.6,長野県栄村
で震度3 [Y]

05:41福島県沖震源の地震,
M4.7, 田村市などで震度
3 [Y]

06:48岩手県沖震源の地震,
M5.5, 同県滝沢村などで
震度3 [Y]

06:58岩手県沖震源の地震,
M5.4, 一関市などで震度
3 [Y]

07:13福島県沖震源の地震,
M6.0, 福島市などで震度
3 [Y]

07:30気象庁,青森県太平洋
沿岸と岩手・宮城両県の
三陸地方周辺や福島県沿
岸に出していた津波警報
を津波注意報に切り替え。
津波警報発令地域はゼロ
に [Y]

07:31 岩手県沖を震源とす
る地震, M5.7,盛岡市など
で震度3 [Y]

07:59 福島県沖を震源とす
る地震, M4.4,同県楢葉町
で震度3 [Y]

08:25 宮城県沖を震源とす
る地震, M6.2,同県登米市
で震度5弱 [Y]

08:41 福島県沖を震源とす
る地震, M5.2,同県猪苗代
町などで震度3 [Y]

09:32 茨城県沖を震源とす
る地震, M4.8,同県神栖市
などで震度3 [Y]

09:41 茨城県沖を震源とす
る地震, M4.5,同県日立市
などで震度3 [Y]

10:26 茨城県沖を震源とす
る地震, M6.4,同県潮来市
などで震度4 [Y]

12:09 千葉県南部を震源と
する地震, M4.1,同県一宮
町で震度3 [Y]

12:31 長野県北部を震源と
する地震, M4.2,新潟県十
日町市で震度4 [Y]

12:34 長野県北部を震源と
する地震, M4.0,群馬県中
之条町などで震度3 [Y]

12:55気象庁,最初の地震の
マグニチュードを「8.8」
から「9.0」へ修正 [Y]

15:00 福島県沖を震源とす
る地震, M4.7,同県白河市
などで震度3 [Y]

09:32第7回緊急災害対策本
部会議 [W:官邸]

14:00民主党,地震対策本部
会議役員会を開く [Y]

14:00 横路衆院議長と西岡
参院議長が会談。国会は
休会せず,臨機応変に対応
することを確認 [Y]

14:45菅首相,自民党の谷垣
総裁と会談し災害対策へ
の協力を改めて要請 [Y]

16:29社民党の福島党首,原
発事故対応の担当閣僚な
どを置くよう菅首相に申
し入れ [Y]

19:59菅首相,東電による14
日からの計画停電実施を
了承したと表明 [ふくしまの

30日]

21:01第8回緊急災害対策本
部会議 [W:官邸]

・持ち回り閣議で東日本大
震災を「特定非常災害」に
指定する政令を決定。行
政手続きの期間延長等が
可能に [T]

・夜 政府, 緊急支援物資に
ついては自治体に負担求
めず,全額今年度予算の予
備費で賄う方針を緊急災
害対策本部で決定 [A]

・夜 政府, 経済閣僚や日本
銀行総裁らを集めた「経
済情勢に関する検討会合」
を開催。政府と日銀が一
体となって震災対策に取
り組み市場の混乱を防ぐ
ことを確認 [A]

・政府は蓮舫行政刷新担当
相に節電啓発担当相を兼
務させ,辻元清美議員を災
害ボランティア担当の首
相補佐官に起用すると決
定 [T]

・菅首相,自衛隊の災害派遣
を10万人態勢に増強する
よう指示 [ふくしまの30日]

・片山総務相が,岩手県の達
増知事や宮城県の村井知
事らと会談 [A]

・民主党と自民党,東日本大
震災で被災した地域の統
一地方選挙を延期するこ
とで基本合意 [NK]

・日銀, 東日本大震災被災
地の13金融機関に対し12
日・13日の2日間で計550
億円の現金引き出しに応
じたと発表 [NK]

02:42 福島第1原発3号機で冷却シ
ステム(高圧注水系)が停止 [A]

05:10東電, 福島第1原発3号機の非
常用炉心冷却装置の注水不能を
うけ,原子力災害対策特別措置法
第15条の定める特定事象の発生
を国に通報 [経産省]

08:00頃 福島第1原発3号機で燃料
露出始まる [A]

08:41 福島第1原発3号機でベント
開始 [NK]

09:08 福島第1原発3号機で原子炉
減圧 [A]

10:00頃 福島第1原発3号機で炉心
損傷始まる。水素も発生 [W: 読売

新聞]

11:00 福島第1原発2号機のベント
開始 [NK]

11:55 福島第1原発3号機で原子炉
に真水注入を開始 [T]

13:12 福島第1原発3号機で原子炉
に海水注入を開始 [T]

13:25 福島第1原発2号機で冷却シ
ステム(原子炉隔離時冷却系)が停
止 [A]

15:28枝野官房長官, 福島第1原発3
号機で「水素爆発の可能性あり」
と言及 [メルトダウン]

20:20 東電の清水正孝社長が記者
会見。「社会にご心配とご迷惑を
おかけしていることを深くお詫
び申し上げたい」 [T]

・原子力安全・保安院,記者会見で
の説明者に通商政策局担当の西
山英彦審議官を起用 [NK]

00:20 陸自:第6後方支援連隊(東根)がDMAT64名
を東北大学病院まで輸送 [SDF]

06:45空自:新潟救難隊ヘリが南気仙沼で10名を救
助 [SDF]

06:46陸自:第9特科連隊第2中隊が野田村でがれき
除去 [SDF]

06:50 空自:空教団がヘリで要救助者20名を収容。
阿武隈川で要救助者20名を移送完了 [SDF]

07:32空自:航空支援集団のヘリが要救助者20名を
収容 [SDF]

07:39空自:航空支援集団のヘリが要救助者84名を
収容 [SDF]

07:51陸自:第20普通科連隊がヘリで志津川小学校
から要救助者6名を救出 [SDF]

08:00 陸自:第6師団が気仙沼等で捜索活動を実
施 [SDF]

08:05 原子力:原発冷却水支援のため, 北部航空方
面隊・中部航空方面隊・航空総隊直轄部隊の水
タンク車9台が四倉町到着 [SDF]

08:20空自:新潟救難隊ヘリが救助者69名を気仙沼
小学校に搬送 [SDF]

08:57陸自:第130大隊が26名を救出 [SDF]

09:18空自:航空支援集団のヘリが要救助者66名を
気仙沼へ移送完了 [SDF]

10:50原子力:第12化学防護小隊が二本松で患者40
数名のうち約半数を除染完了 [SDF]

12:51空自:空教団のヘリが岩手県下閉伊郡山田町
で要救助者18名を救出完了 [SDF]

13:40空自:秋田救難隊のヘリが岩手県下閉伊郡山
田町で要救助者12名を救出完了 [SDF]

14:20 空自:航空支援集団のヘリが36名を搬送完
了 [SDF]

18:30陸自:第6師団が石巻で125人を救助。糧食及
び毛布を配布 [SDF]

22:20陸自:第9特科連隊(滝沢村)が岩手県下閉伊郡
山田町で消火活動を実施 [SDF]

・北沢防衛相,陸海空3自衛隊の指揮系統を陸自東
北方面総監に一元化し,統合任務部隊を設置する
と表明 [NK]

・朝 米海軍太平
洋艦隊, 原子力
空母ロナルド・
レーガンが13日
朝までに本州沖
に到着したと発
表 [A]

・米国際開発局の
救助隊2チーム
約150人が三沢
空港に到着 [A]

05:00時点 KDDI, 東北を中心に3350基
地局が依然停止 [A]

05:44 JR鶴見線が全線で運行再開 [震災と

鉄道全記録]

06:00時点 NTT東日本, 宮城・岩手を中
心に加入電話87万9500回線が不通。
光IP電話も36万7200回線が不通 [A]

06:18津軽鉄道津軽鉄道線が全線で運行
再開 [震災と鉄道全記録]

06:40頃 つくばエクスプレス(流山おお
たかの森-つくば)が運行再開 [鉄道被災]

08:00時点 NTTドコモ, 東北を中心に
5120基地局が使用不能 [A]

08:00時点ソフトバンクモバイル,東北・
関東の12都県で2176基地局が使用不
能 [A]

08:00時点東北,関東地方で約210万戸が
停電 [A]

09:05 秋田臨海鉄道北線, 同南線が全線
で運行再開 [震災と鉄道全記録]

09:55十和田観光電鉄十和田観光電鉄線
が全線で運行再開 [震災と鉄道全記録]

10:50 由利高原鉄道鳥海山ろく線(秋田)
が全線で運行再開 [震災と鉄道全記録]

12:34 会津鉄道会津線が全線で運行再
開 [震災と鉄道全記録]

13:00頃 NTT東日本, 電力不足による
通信ビルの機能停止により加入電
話898,100回線, ISDN108,100回線, フ
レッツ光512,700回線計1,518,900回線
で通信サービスり障 [W: NTT東日本]

14:00 都営日暮里・舎人ライナー(日暮
里-見沼代親水公園)が運行再開 [鉄道

被災]

14:00 福島交通飯坂線が全線で運行再
開 [震災と鉄道全記録]

15:41秋田内陸縦貫鉄道秋田内陸線が全
線で運行再開 [震災と鉄道全記録]

17:00時点宮城県・福島県などの浄水場
の被災により, 仙台市の一部や福島県
いわき市への供給が停止 [NK]

17:00時点 茨城県で10浄水場のうち8浄
水場が送水停止。水戸市や土浦市など
の全域で断水 [NK]

19:00 宮崎カーフェリー, 通常運航を再
開 [W:宮崎カーフェリー]

21:38電力需給緊急対策本部,初会合 [W:

官邸]

・ゆりかもめ(新橋-豊洲), JR横須賀線(東
京-大船), JR新宿湘南ライン(宇都宮・
高崎線方面-東海道・横須賀線方面),千
葉都市モノレール1号線(千葉-県庁前)
が始発から運行再開 [鉄道被災]

・商船三井フェリー4隻,苫小牧港から青
森港への緊急車両・自衛隊員の輸送を
開始 [NK]

・オーシャン東九フェリー, ほぼ正常
どおりの運航再開 [W: オーシャン東九

フェリー]

・極東石油工業千葉製油所,陸上出荷を
再開 [W:極東石油工業]

・北海道電力,被災地の電力不足支援の
ため本州方面への電力融通を開始 [NK]

15:00時点セブンイレブン,東北の約920
店のうち600店程度が休業 [A]

15:00時点 ファミリーマート, 東北6県
の約590店のうち約150店が営業でき
ず [A]

16:00時点 ゼンショー, 全国3978店のう
ち東北を中心に439店の営業を停止 [A]

・夜 JFEスチール, 計画停電中の14日も
東日本製鉄所の京浜地区で生産を続け
る方針を決定 [A]

・JFEスチール, 川崎市で高炉の一時休
止を解除 [NK]

・夜日本IBM,被災自治体や救援活動を
行う非営利団体がコンピュータの機能
を使えるようクラウドサービスを無償
提供すると発表 [NK]

・NEC, 3月14日に首都圏の主要オフィ
ス・研究施設の一部を休業すると決
定。府中事業所・相模原事業所は終日
休業,玉川事業所は午後に休業 [NK]

・新日本製鉄,千葉県君津市で高炉全3基
の一時休止を解除 [NK]

・日産自動車, 14日に国内全工場の稼働
取りやめるとの報道 [A]

・ホンダ, 14日に熊本製作所を除き国内
全工場の稼働を停止するとの報道 [A]

・三井住友海上火災保険,地震保険金の
請求が約10万件に達するとの見通しを
発表 [A]

・ローソン,東北6県の約810店のうち約
450店の営業を確認。約360店が休業
し,うち25店と連絡とれず [A]

・日清食品, 即席めん計100万食を被災
地に送ると発表 [A]

・日本通運,被災地に毛布やカイロなど
生活必需品を輸送 [NK]

・アサヒ飲料, 3月13日までに飲料水約18
万5000本を東北6県の県庁に送る [A]

・プレハブ建設協会,今後約4週間で4800
戸の部材を確保し自治体と協議のうえ
着工に入ると表明 [NK]

・日本郵政グループの郵便局会社, 宮
城・岩手・福島など11都道県で計596
の郵便局が当面営業できない状態と発
表 [A]

・ヤマト運輸, 首都圏で中止していた
クール便と配達時間指定の荷物の集配
を再開 [NK]

・総務省,住民基本台帳事務の取り扱い
について通知。被災地域から転入した
転出証明書を提出できない住民につい
て, 生年月日・性別・戸籍の表示等を
届出させ, 住基ネットを活用すること
等により転入届を受理 [W:内閣府]

・内閣府・総務省,特定非常災害特別措
置法第三条に規定する行政上の権利利
益に係る満了日の延長に関する措置に
ついて政令を公布・施行 [W:内閣府]

・内閣府・総務省,特定非常災害特別措
置法第四条に規定する期限内に履行さ
れなかった義務に係る免責に関する措
置について政令を公布・施行 [W:内閣府]

・内閣府,被災者生活再建支援法を青森
県内全域, 福島県内全域に適用。適用
日は3月11日 [W:内閣府]

19:52 日本地理学会, 仮「災害対応本
部」の構成員が内定(10名)。活動を
開始 [地理; 6月号]

・国土地理院,東日本大震災の被災地
を上空から撮影した画像をインター
ネットで公開開始 [NK]

・土木学会,土木学会情報交流サイト
JSCEjpに専用サイトを立ち上げ(一
般からのアクセス可)。救援・援助,
復旧・復旧支援, 防災能力向上など
のため [W:土木学会]

・日本建築学会,大災害調査復興支援
本部連絡会を開催 [建築雑誌; No.1622]

・日本建築士会連合会,被災県で応急
危険度判定を自治体からの要請によ
り随時実施。また, 応急危険度判定
支援について国交省を通じ各都道府
県から広域支援要請があった場合,
適切に対応するよう各建築士会に要
請 [W:日本建築士会連合会]

・信州大学・金沢大学・立命館大学,
3月12日の長野県北部の地震(震度6
強)をうけ,木造住宅の被害調査を実
施 [建築雑誌; No.1622]

・日本薬剤師会, 中央薬事常用セン
ターのメーリングリストで, 都道府
県薬剤師会との情報交換を開始。
日本病院薬剤師会と情報共有を確
認 [W:日本薬剤師会]

‐日本予防医学リスクマネージメン
ト学会, 医療従事者を対象に東日
本巨大地震(2011年3月)に関する医
療専門情報を掲載するサイトを開
設 [W: 日本予防医学リスクマネージメント

学会]

・放射線医学総合研究所,電話相談窓
口を開設。放射線被ばく等について
の問いあわせに対応 [W: 放射線医学総

合研究所]

・宇宙航空研究開発機構,陸域観測技
術衛星「だいち(ALOS)」による緊
急観測の結果を公開開始 [W:宇宙航空

研究開発機構]

・サイエンス・メディアセンター,「サ
イエンス・アラート」として原発・
放射線等に関する情報をホームペー
ジ上で掲載開始 [W:サイエンス・メディ

アセンター]

Disaster, Infrastructure and Society : Learning from the 2011 Earthquake in Japan No.1 2011

38 (26)



市民社会 原発事故の影響 文化/風俗/メディア 東京圏/計画停電 福島県 宮城県 岩手県 海外動向

19:30原子力資料情報室,外
国人特派員協会で記者会
見。ustreamで配信 [W: 原

子力資料情報室]

19:43 特定非営利活動法人
JEN, 被災地に向け調査
員2名を派遣 [B: ジェン支援

速報]

・午後ピースウィンズ・ジャ
パン, スタッフら3人がヘ
リコプターで宮城県気仙
沼市に到着 [A]

・午後国際協力NGO・JEN,
調査隊3人が仙台市に向け
陸路で出発 [A]

・特定非営利活動法人ワー
ルド・ビジョン・ジャパ
ン,調査及び支援活動のた
めスタッフ3人を被災地に
派遣。また募金受付開始
を発表 [W: JANIC]

・特定非営利活動法人グッ
ドネーバーズ・ジャパン,
募金受付開始 [W:グッドネー

バーズ・ジャパン]

・ケア・インターナショナ
ル・ジャパン,「東日本大
震災緊急支援募金」受付
を開始 [W: ケア・インターナ

ショナル]

・オックスファム・ジャパン,
緊急支援募金を開始 [W:

オックスファム・ジャパン]

・RQ市民災害救援センター
が発足。NPO法人・日本
エコツーリズムセンター
を中心として [W: RQ市民災

害救援センター]

・NPO法人日本ユニバーサ
ルデザイン研究機構,「日
本ユニバ震災対策チーム」
を結成。被災者らを通じ
て不足物資をリストアッ
プし救援物資を送る [NK]

・NPO法人・アトピッ子地球
の子ネットワーク,物資搬
入について政府災害対策
本部と調整中と発表 [W:ア

トピッ子地球の子ネットワーク]

・NPO法人・藤沢市市民活
動推進センターが初期支
援として募金の募集を開
始。特定非営利活動法人
日本NPOセンター, 特定
非営利活動法人藤沢災害
ボランティアネットワー
ク,特定非営利活動法人い
のちのミュージアムと提
携して [B:藤沢市市民活動推進

センター]

・災害ボランティア活動支
援プロジェクト会議,先遣
隊が被災地入りして情報
収集を開始 [A]

19:30原子力資料情報室,外
国人特派員協会で記者会
見。ustreamで配信 [W: 原

子力資料情報室]

・福島県, 新たに19人に被
曝の疑いがあり計22人に
なったと発表。郡山市で
は約40人が除染処置受け
る [A]

・新潟県, 原発周辺の放射
線の監視業務で派遣した
職員2人が被曝したと発
表 [A]

・茨城県, 3月13日から移動
式の測定装置を北茨城市
に設置。14日には同様の
装置を2カ所増やし測定
装置付きの自動車も派
遣 [NK]

・茨城県, 国の要請を受け
福島第1・第2原発周辺住
民約1.5万人を県保有の施
設などで受け入れると発
表 [NK]

・原子力安全・保安院,被曝
の可能性がある人は160
人に達する可能性がある
と発表 [A]

・文科省,福島県に移動観測
車3台を派遣 [A]

・警視庁公安部, 避難指示
出ている福島第1原発周辺
に, 核物質や生物などを
使ったテロ対策の専門知
識を持つ公安機動捜査隊
を派遣 [NK]

・原子力資料情報室が1回目
のニュース配信 [W: 原子力

資料情報室]

・一般社団法人サイエン
スメディアセンター, 3月
13日以降に原発関連の専
門家のコメントをHPに掲
載 [W: サイエンスメディアセ

ンター]

・13日の秋葉原の歩行者天
国は中止決定との報道 [A]

・13日予定の名古屋国際女
子マラソン,中止 [A]

・プロ野球の西武,西武ドー
ムで3月15～21日に開催
予定のオープン戦5戦を
全て中止と発表 [A]

・国内女子プロゴルフツ
アーで3月18日から鹿児
島高牧CCで開催予定のT
ポイントレディスが中止。
主催者が発表 [A]

・国立劇場が再開。14日ま
で [A]

・レッドソックスの松坂と
岡島,義捐金を呼び掛ける
ビデオ撮影を実施 [A]

・陸上の為末大選手,ブログ
内で「地震救援チャレン
ジ『TEAM JAPAN』」と銘
打ち募金活動を開始。災
害支援活動の専門団体に
10万円寄付 [A]

・楽天の三木谷浩史社長,ツ
イッターで, 自社の消費
電力50%削減を目指し3月
14日以降の出社社員半減
を提案 [NS]

・東京とバングラデシュ・
ダッカで学生が同時募金
活動 [A]

・アーカイブズ関連施設
の被災・救援情報サイト
「savearchives」開設 [W:大

日本印刷 artscape]

・新聞各社(全国紙や被災地
の地元紙), 通常日曜に発
行しない夕刊の特別号外
を発行 [A]

・総務省,チェーンメールや
ネット上の誤情報に注意
を呼びかけ [A]

06:30 つくばエクスプレスが秋葉原-つくば間の全線で運転
再開を発表 [I]

07:00国道6号(茨城県東海村-北茨木市),通行止め解除 [W:関

東地方整備局]

09:30茨城県の橋本昌知事,防災ヘリコプターで災害状況調
査 [I]

09:30茨城県,福島第1原発の爆発事故を受け,北茨城市役所
にモニタリングポストを設置し放射線測定を開始 [I]

11:00ドコモ茨城支店の発表によると,茨城県内基地局約307
局でサービスが中断,最大50%の通話規制を実施。詳細な
エリアは不明 [I]

11:26第5回茨城県災害対策本部会議を開催 [I]

14:10住友金属工業鹿島事業所の施設火災が鎮火 [I]

14:30 国道51号(茨城県鹿島市), 通行止め解除 [W: 関東地方整

備局]

16:50時点茨城県災害対策本部によると,県内の停電は18万
8978世帯。午前10時半に比べ約10万世帯が復旧 [I]

17:00時点茨城県で10浄水場のうち8浄水場が送水停止。水
戸市や土浦市などの全域で断水 [NK]

18:00茨城県の橋本知事が臨時会見。福島県からの避難住民
約1万5千人の受け入れを表明 [I]

18:00茨城県水戸や日立など31市町村に災害救助法適用 [I]

・夜輪番停電の方針を受け首都圏の鉄道各社が14日の運行
計画を発表。西武鉄道は埼玉県全域で運休。京王電鉄は多
摩地区で8時間半運休。JR東日本では山手線は平常通りだ
がその他路線で徐行や間引き運転の可能性 [A]

・夜 ダイエーとイトーヨーカドー, 計画停電実施決定をう
け,停電中は営業を停止すると決定 [A]

・夜コンビニ各社,計画停電実施決定を受け,停電中も営業
を続ける方針を決定 [A]

・夜百貨店,計画停電実施決定を受け, 14日は臨時休業や営
業時間短縮を決定 [A]

・夜厚労省,計画停電による断水の恐れがあるとして東電管
内の各都県に対応指示 [A]

・夜東電の清水社長, 1都8県での計画停電を14日から実施す
ると発表 [NK]

・東京電力,計画停電の5グループを発表 [NK]

・計画停電に備え,東京都内で食品買い占め続く [NS]

・深夜国交省,輪番停電の方針を受け「混乱を避けるために
通勤通学,外出を控えてほしい」と呼びかけ [A]

・13日の秋葉原の歩行者天国は中止決定との報道 [A]

・在日フランス大使館,東京周辺に滞在中のフランス人に対
し関東地方を離れるよう声明を発表 [A]

・神奈川県や県下の市町村は乾燥米飯や簡易トイレなど計21
品目18万点を超す救援物資を確保。すでに現地入りしてい
る消防隊や医療チームなどに加え,保健師らを派遣する準
備も進めており,現地からの要請を待っている状況 [KS]

・神奈川県相模原市,「銀河連邦」で交流があり災害時の相
互協定を結ぶ岩手県大船渡市に向け,救援物資などを運ぶ
派遣隊7人が出発。4トントラック2台で水や食料,毛布,仮
設テントなどの物資を運び, 14日中に大船渡市役所へ届け
る予定 [KS]

・神奈川県企業庁,県営水道を利用している家庭や事業所な
ど最大32万世帯が断水する恐れがあることを明らかに [KS]

・神奈川県の松沢知事,「不要な照明や電気機器の使用を極
力控えてほしい」などと,県民に節電への最大限の協力を
呼び掛けるメッセージを発表 [KS]

・プロ野球の西武,埼玉県の西武ドームで15日～21日に開催
する予定だったオープン戦5試合をすべて中止にすると発
表 [A]

・茨城県によると,災害救助法適用となったのは水戸・日立・
土浦・石岡・龍ヶ崎・下妻・常総・常陸太田・高萩・北茨
城・笠間・取手などの31市町村 [I]

11:12頃福島県双葉町沖15キロの太平洋上
で, 海上自衛隊の護衛艦が民家の屋根の
上で2晩漂流していた60歳男性を救出 [A]

12:00時点福島第1・第2原発周辺の避難指
示対象区域の住民約8万人のうち, 約6万
人が区域外に移動。その他自主避難者が
約6万人。計12万369人が避難を完了 [FP]

17:00時点宮城県・福島県などの浄水場の
被災により, 仙台市の一部や福島県いわ
き市への供給が停止 [NK]

・夕 福島県の災害対策本部で会議。避難
所を巡回してスクリーニングを進める
「サーベイランス班」を80チーム編成, 3
月15日から巡回すると決定 [A]

・3月13日時点で,通信電話各社による加入
電話や携帯電話の通話規制, 基地局の故
障により,大規模な通信障害が続く [FP]

・福島市の飯坂温泉では, 断水により旅館
や公衆浴場などが営業できない状況が続
く [FP]

・須賀川市, 市役所が倒壊の可能性がある
ため,当面の使用を見合わせ,窓口業務を
総合福祉センターで実施 [FP]

・双葉地区で被ばくが判明したのは22人。
郡山市に避難している相双地区の被ばく
者89人と合わせ,被ばく者は111人に [FP]

・大熊町, 町のほぼ全域に避難指示が出て
いるため, 避難先の田村市総合体育館に
町対策本部を設置 [FP]

・いわき市,原発事故をふまえ,独自に市北
部の久之浜・大久地区の住民に対し, よ
り南側の常磐・内郷両地区の避難所に移
動するよう呼びかけ [FP]

・田村市総合体育館では, 避難指示が出さ
れた大熊町, 浪江町など原発立地町の住
民約1,500人を受け入れ [FP]

・福島県会津地方災害本部, 浜通りの被災
者らが避難している避難所に各市町村か
ら提供を受けたおにぎり約13,000個を発
送 [FP]

・喜多方市の熱塩温泉旅館協同組合有志, 3
月13日から, 原発周辺の避難指示を受け
た住民の受け入れを開始。1人1泊800円
(子ども500円) [FP]

・3月11日に郡山市から給水車の派遣要請
を受諾した日本水道協会は翌12日, 「被
ばくの危険がある」として出動を見合わ
せたことが判明。郡山市が強く抗議 [FP]

・文科省,福島県に移動観測車3台を派遣 [A]

・警視庁公安部, 避難指示出ている福島第
1原発周辺に,核物質や生物などを使った
テロ対策の専門知識を持つ公安機動捜査
隊を派遣 [NK]

・茨城県, 国の要請を受け福島第1・第2原
発周辺住民約1.5万人を県保有の施設な
どで受け入れると発表 [NK]

09:00 七十七銀行, 3月13日も
臨時営業。17時まで51店舗
で預金引出しに対応 [A]

17:00時点宮城県・福島県など
の浄水場の被災により,仙台
市の一部や福島県いわき市
への供給が停止 [NK]

・午前仙台市若林区の陸上自
衛隊霞目駐屯地では, 救助
したけが人を運ぶヘリコプ
ターが次々に発着 [K]

・夕方 宮城県内の要救助者,
約2万人。陸上自衛隊, 宮城
県警が他県の自治体や消防
などの協力を得て救助に当
たる [K]

・夕方宮城県・宮城県警による
と,女川町の女川原発に2000
人,南三陸町の志津川ベイサ
イドアリーナで800人, 気仙
沼市大島地区の住民1700～
1800人,女川町の出島小で児
童300人が未だに孤立 [K]

・宮城県警本部によると, 3月
13日時点で, 県内の死者は
515人。東松島市で発見され
た200人以上の遺体, 収容完
了。このほか仙台市若林区
荒浜で200～300人の遺体 [K]

・村井県知事,宮城県内の死者
数について,万単位になると
の認識を示す [K]

・宮城県,地震による下水道や
道路等のインフラ被害額が
1137億円に上るとの試算を
とりまとめ [NK]

・村井県知事,復興事業に充て
る1兆円規模の基金を創設す
る考えを表明。被災状況を
視察した片山総務相に支援
を要請 [K]

・自家発電をしている宮城県
内の医療機関が3月14日中に
も燃料の重油が尽き,医療行
為ができなくなる可能性が
高いことが判明 [K]

・宮城県, 60万トンの重油を3
月14日中に調達できるよう
国に要請。しかし13日20時
の段階で,国は「何とかお願
いしているが調整は厳しい」
との見通し [K]

・仙台市の奥山市長,市災害対
策本部を訪れた政府調査団
長の東内閣府副大臣に,生活
物資や復旧活動への支援を
要請 [K]

・仙台市宮城野区福室の東北厚
生年金病院, けが人や家族,
知人の安否確認に来た人で
混雑。同病院は10:00頃, 玄
関に「外来診療を中止しま
す」との掲示 [K]

09:00 大槌町災害対策本部に
よると, 3月13日午前9時時点
で, 全職員約140人のうち加
藤宏暉町長(69)や課長7人を
含む50～60人と連絡がつか
ない [W:岩手日報]

18:00 3月13日午後6時時点で,
岩手県内の死者は500人に到
達。行方不明者は315人。安
否確認できない人が相当数。
県内全域で約4万6900人が避
難 [W:岩手日報]

・山田南小学校(山田町)の保険
室で町の開業医4人が臨時診
療所を開設 [K]

・陸前高田市で唯一の総合病
院の岩手県立高田病院,米崎
コミュニティセンターで診
療を再開 [K]

08:17 中国:政府派遣の救助
隊15人を乗せた緊急救援チ
ャーター便CCA055便, 羽田
空港に向け離陸。昼に日本
に到着。国際救援隊の中で
最速 [RJ]

18:11 韓国:政府が軍機で緊
急救助隊102名を仙台に派
遣 [CI]

・外務省(日本)によると, 3月
13日までに来日した救助隊
は,韓国・シンガポール・ド
イツ・スイス・中国・米国・
ニュージーランド・イギリ
ス・トルコの計9カ国。メキ
シコ・フランスも14日に到
着 [A]

・アメリカ:ウォールストリー
ト・ジャーナル, 3月12日付
で「不屈の日本」という社説
を掲載 [NK]

・インド:経済紙ビジネス・ラ
イン, 3月13日付で被災地の
粛々とした対応への驚きを
伝える [NK]

・インドネシア:「インドネシ
ア日本同好会」,被災者支援
の募金活動を開始 [A]

・インドネシア:経済連携協定
に基づき日本に滞在する看
護師・介護福祉士候補の10
人と連絡が取れていないと
政府当局が発表 [A]

・韓国:政府が日本に対し発電
用の液化天然ガスを緊急融
通する方針を表明 [A]

・台湾:国内最大の環境団体
「台湾環境連盟」,政府に「非
核家園条例」(2002年可決)を
着実に執行するようと呼び
かけ [LT]

・中国:外交部の姜瑜報道官,
日本の大地震発生後の中国
側の取り組みについて記者
の質問に答える [RJ]

・中国:中国民間航空の日本便,
運航を徐々に再開。便数を
増やして, 空港に足止めさ
れている旅客の帰国を進め
る [RJ]

・パキスタン:英字紙ネーショ
ン, 3月13日付で日本の防災
意識の高さと規律正しさを
称賛 [NK]

・在日フランス大使館,東京周
辺に滞在中のフランス人に
対し関東地方を離れるよう
声明を発表 [A]

・モンゴル:モンゴル人力士の
帰国を促す声,モンゴル国内
で高まる [NS]

・ロシア:緊急事態省, 日本に
75人規模の救助隊を派遣 [A]

Sun.
13

Mar.

3月
13日
(日)
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Sun.
13

Mar.

3月
13日
(日)

15:19 岩手県沖を震源とす
る地震, M4.3,青森県階上
町で震度3 [Y]

17:58 気象庁が太平洋沿岸
に出ていた津波注意報を
解除,津波の注意報・警報
の発令地域はなくなる [Y]

18:25 岩手県沖を震源とす
る地震, M5.5,同県八幡平
市などで震度3 [Y]

18:52 宮城県沖を震源とす
る地震, M5.5,岩手県遠野
市などで震度3 [Y]

19:30警察庁によると,死者
1217人, 行方不明者1816
人 [T]

20:37 福島県沖を震源とす
る地震, M6.0,仙台市など
で震度3 [Y]

20:56 茨城県沖を震源とす
る地震, M4.8,同県神栖市
で震度3 [Y]

21:44 福島県沖を震源とす
る地震, M4.7,同県いわき
市で震度3 [Y]

22:43 三陸沖を震源とする
地震, M5.0,岩手県一関市
で震度3 [Y]

23:28 新潟県中越地方を震
源とする地震, M3.9,長野
県栄村で震度4 [Y]

23:28 福島県沖を震源とす
る地震, M4.4,同県楢葉町
で震度3 [Y]

・警察庁などによると,地震
による死者は13日午前10
時現在,岩手・宮城・福島・
茨城・東京など12都道県
で763人。行方不明は6県
で639人。このほか100人
単位で遺体が見つかった
との情報が複数の自治体
にあるほか,宮城県南三陸
町では約1万人と連絡が取
れない状況。町長が行方
不明の町。避難所には少
なくとも34万人が避難 [A]

・気象庁, 16日午前までに
M7.0以上の余震が起きる
確率が極めて高いことを
明らかにし,今後も最大で
震度6強程度の揺れと津波
への警戒を呼びかけ [A]

・文科省地震調査研究推
進本部, 本震の発生に伴
って志津川観測点(宮城
県)が約4.4m東南東に移動
するなどの地殻変動を観
測。また岩手県から福島
県にかけての沿岸で最大
約75cmの沈降も観測され
たと発表 [W:文科省]

・ユーラスエナジーホールディングス
(東京電力と豊田商事が出資), 青森・
秋田の6か所の風力発電所の稼働を再
開 [NK]

・八戸ガス, 八戸市(約570戸)が復旧完
了 [W:日本ガス協会]

・東京ガス, 午前までに日立市の一部(2
戸)で復旧完了 [W:日本ガス協会]

・東彩ガス, 午前には春日部市の一部
(150戸)が全戸復旧完了 [W:日本ガス協会]

・九十九里町(ガス課), 九十九里町の一
部(258戸)が全戸復旧完了 [W: 日本ガス

協会]

・福島ガス, 午前までに福島市蓬莱町
一部(約1,031戸)が復旧完了 [W:日本ガス

協会]

・秦野ガス, 午前までに秦野市の一部
(217戸)が復旧完了 [W:日本ガス協会]

・京葉ガス,浦安市の一部(229戸)で復旧
完了 [W:日本ガス協会]

・日本ガス協会, 仙台市ガス局の要請
を受け派遣した先遣隊が仙台市に到
着 [W:日本ガス協会]

・東北太平洋沿岸地域で,気象庁などが
設置した11の津波観測点の大半から
データが送られてこないとの報道。復
旧のめど立たず [A]

・財務省,被災者の税負担軽減のため,所
得税法と災害減免法に基づく所得税の
減免制度を2010年分の確定申告で認
めるとの報道 [A]

・厚労省,東北地方太平洋沖地震に係る
社会保険料の納期限の延長等について
通知 [W:内閣府]

・環境省,災害廃棄物対策特別本部を設
置。広域調整に向けた体制を整備 [W:

環境省]

・環境省,全国都市清掃会議に対し,自治
体間協力の現場レベルでの支援の総合
調整を要請 [W:内閣府]

・最高裁,岩手・宮城・福島3県内にある
すべての裁判所で, 3月14～18日まで
に予定していた裁判の延期を発表。水
戸地裁・家裁と日立支部でも3月16日
まで裁判を延期 [A]

・青森地裁, 3月17日までの裁判員裁判
延期を発表 [A]

・関西広域連合,被災者受け入れの緊急
声明を発表。7府県が分担して公営住
宅を貸し出す構想 [NK]
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・原子力資料情報室が1回目
のニュース配信 [W: 原子力

資料情報室]

・原子力行政を問い直す宗
教者の会,「福島原発に米
軍の協力を求める首相宛
の要望書」を首相あてに
提出 [W:原子力行政を問い直す

宗教者の会]

・茨城県警によると,崩落した鹿行大橋の橋脚付近から水没
車両が発見され, 61歳男性の水死体を発見。県内の震災死
亡は19人に [I]

・水戸芸術館(茨城県)によると,パイプオルガンのパイプ5本
が崩落。美術展示スペースの天井も崩れ,安全確認のため
当面休館 [I]

・茨城県災害対策本部によると, 埼玉県川口市, 群馬県高崎
市, 前橋市の3市が水戸市に, 福井市が結城市に, 高崎市が
ひたちなか市に, 東京都とさいたま市が稲敷市に, 堺・大
津・川崎3市が河内町に,京都市が利根町に,大阪市が茨城
町に給水車応援 [I]

・茨城県災害対策本部によると, 市町村が設置した救護所
は水戸市保健センター, 常総市水海道庁舎, 常陸太田市(生
涯学習センター,市民交流センター,山吹公園,総合福祉会
館),北茨城市役所,牛久市保健センター,ひたちなか市那珂
湊総合福祉センター,那珂市保健センター,筑西市総合体育
館,稲敷市ふれあいセンター,かすみがうら市(下稲吉小,下
稲吉東小,やまゆり館) [I]

・茨城空港利用促進協, 県空港対策課, 茨城空港ならびに連
絡バスの運行状況・予定についてアナウンス [I]

・余震が続き2次災害の恐れがあることなどから, 茨城県内
で主に要請のあった市町で応急危険度判定士による建築物
の目視による応急的な調査を開始 [I]

・国交省関東地方整備局によると,常総・下妻の小貝川右岸
の堤防崩れの復旧工事が開始。取手地先の堤防崩れについ
ても復旧を急ぐとしている [I]

・茨城県県農政企画課によると,県青果物地方卸市場協と東
京卸売市場県人会が,水戸・ひたちなか・日立など12地区
へバナナ計2万本を救援輸送 [I]

・茨城県農政企画課によると,全農県本部は13・14日にかけ
て,水戸・つくばなど14地区に米計7トンを救援供給 [I]

・茨城県農政企画課によると,だるま納豆は13日に大洗町に,
14日に日立・城里・牛久・下妻へ,納豆計1万6000パックを
救援供給 [I]

・津波により,茨城大学の校地にある五浦美術文化研究所内
の六角堂が消失し,天心旧居の軒先まで浸水 [I]

・イオンによると,旧ジャスコを含め茨城県内全14店舗が13
日に営業 [I]

・10日に脳梗塞のため死去した故坂上二郎さんの家族葬が栃
木県那須塩原市内で営まれ,コント55号の相方でコメディ
アン萩本欽一最後の別れ [A]

・東京電力沼津支店の栃木宏光支店長,栃木県庁を訪れ小林
佐登志・県危機管理監らに輪番停電について説明 [A]

・栃木県内の被害がおおよそ判明。死亡3人, 負傷者は重傷
者7人を含め74人。建物は県北,県東を中心に290棟が全半
壊,約1万棟が一部損壊 [A]

・群馬県, 福島第1原発事故をうけて空気中の放射線量の観
測結果を公表。12日17時から13日17時までの1時間当たり
の放射線量は18～21ナノシーベルト [J]

・仙台市消防局,若林区二木地
区で14名を救出。生存率の
下がる発生72時間目が迫る
なか,懸命の活動 [K]

・ダイエー仙台店, 食品と日
用雑貨の売り場に限って再
オープン [A]

・宮城交通, 仙台-蔵王町間で
バス運行を再開 [W:国交省]

・名取市役所1階ホール, 被災
者の安否を確認する名簿な
どを貼りだすボードで埋め
尽くされる [K]

・南三陸町, 災害対策本部を
「ベイサイドアリーナ」に設
置。安否不明になっていた
佐藤町長も生還 [K]

・ラジオ石巻,中継車で放送を
再開。3月15日からは放送地
域を拡大し,臨時災害放送局
として放送 [A]

・多賀城市では, 津波浸水で
営業不能に陥った洋菓子店
「カズノリムラタ」が売るは
ずだった商品を無償で市民
に提供 [K]

・UNDAC(国連災害評価調整
チーム)の災害調整専門家5
名, 成田空港に到着。残り
2名は3月14日に到着 [W: 外

務省]

・UNICEF(国連児童基金), 被
災した子供たちの心のケア
や教育への支援を日本政府
に表明 [A]

・OCHA(国連人道問題調整事
務所)の災害調整専門家3名,
成田空港に到着 [W:外務省]

・WHO(世界保健機関), REM-
PAN(40以上の放射線緊急医
療および公衆衛生対策と長
期の経過観察に詳しい専門
機関からなる放射能緊急時
医療準備支援ネットワーク)
に準備を要請。また, マニ
ラのWHO西太平洋地域事務
所は, WHO災害管理チーム
を立ち上げ日本の厚労省・
IAEAと密に連絡を取りあい
動向を監視 [W:外務省]

Sun.
13

Mar.

3月
13日
(日)
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Sun.
13

Mar.

3月
13日
(日)

・文科省地震調査研究推
進本部, 今回の地震の震
源域が岩手県沖から茨城
県沖までに及び,その長さ
は約400km,幅は約200km
で,最大の滑り量は約20m
以上であったと推定され
ると発表 [W:文科省]
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市民社会 原発事故の影響 文化/風俗/メディア 東京圏/計画停電 福島県 宮城県 岩手県 海外動向

Sun.
13

Mar.

3月
13日
(日)
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全般 国/政治経済 原発/東電 自衛隊 米軍/米国 基礎的インフラ 生活/生産の基盤 学界/専門家組織

Mon.
14

Mar.

3月
14日
(月)

00:10 千葉県東方沖を震源
とする地震, M5.0,同県銚
子市などで震度3 [Y]

02:04 福島県沖を震源とす
る地震, M4.4,同県楢葉町
で震度3 [Y]

02:29 千葉県東方沖を震源
とする地震, M4.8,同県香
取市などで震度3 [Y]

04:16 茨城県沖を震源とす
る地震, M4.9,同県鉾田市
などで震度3 [Y]

04:27 福島県沖を震源とす
る地震, M4.2,同県川内村
で震度3 [Y]

08:41 茨城県沖を震源とす
る地震, M4.7,福島県楢葉
町で震度3 [Y]

08:47 長野県中部を震源と
する地震, M3.3,同県松本
市で震度3 [Y]

08:53 茨城県沖を震源とす
る地震, M4.9,同県神栖市
で震度3 [Y]

10:02 茨城県沖を震源とす
る地震, M6.2,同県鉾田市
で震度5弱, 東北から近畿
地方で震度4～1, 震源の
深さは約10キロ [M]

12:10 長野県北部を震源と
する地震, M4.2,群馬県中
之条町で震度3 [Y]

13:45 福島県沖を震源とす
る地震, M4.7,同県楢葉町
で震度3 [Y]

15:10 気象庁, 最大震度5強
以上(M7.0以上)の余震が
17日午後2時までに起き
る可能性は40%と発表 [Y]

15:13 福島県沖を震源とす
る地震, M6.3,宮城県登米
市で震度4 [Y]

15:18 福島県沖を震源とす
る地震, M5.3,同県田村市
などで震度4 [Y]

15:38 新潟県中越地方を震
源とする地震, M4.0,長野
県栄村で震度4 [Y]

15:44 岩手県沖を震源とす
る地震, M5.4,青森県八戸
市などで震度3 [Y]

15:52 福島県沖を震源とす
る地震, M5.2,同県須賀川
市などで震度4 [Y]

16:25 茨城県沖を震源とす
る地震, M4.8,水戸市で震
度3 [Y]

18:07 茨城県沖を震源とす
る地震, M4.8,福島県二本
松市などで震度3 [Y]

20:06 茨城県沖を震源とす
る地震, M4.8,水戸市など
で震度3 [Y]

05:15 枝野官房長官が記者
会見, 計画停電に向けて
「不要不急の外出と電力の
使用を控えて」 [Y]

09:04東証, TOPIX先物の急
落を受けてサーキットブ
レーカー発動。午前9時4
分から15分間先物取引中
断 [NK]

09:33第9回緊急災害対策本
部会議 [W:官邸]

15:00頃 東京株式市場で株
価急落, 終値は前週末終
値比633円94銭安の9620
円49銭。東証1部上場銘
柄の93.6%が値下がり, 特
に原発関連企業の株価が
軒並み値下がり [A]

15:10 伴野外務副大臣が会
見,「こういう事態なので,
不要不急の外交日程は延
期する」 [Y]

16:41 高木文科相が記者会
見,計画停電による休校に
ついて「子供の安全を第
一に考え,各学校で判断し
てほしい」 [Y]

・衆議院, 3月15日の衆院
本会議取りやめを決定。
震災への政府の対応を優
先 [A]

・政府, 中国からの緊急援
助物資(約3億7千万円相当
分)を受け入れることを発
表 [NK]

・政府が物価担当官会議を
開催。被災地以外での買
いだめに対する対処を検
討 [A]

・政府, 地方自治体が支援
物資を調達する費用を国
が全額負担とするために
2010年度予算予備費から
302億円を拠出すること
を持ち回り閣議で決定 [M]

・朝 菅首相, 計画停電につ
いて「国民に迷惑をおか
けしている」とお詫び [A]

・菅首相, 「桜を見る会」
(16日開催予定)の中止を
決定 [A]

・菅首相,ロシア大統領およ
びニュージーランド首相
と電話で協議 [A]

・午後 枝野官房長官, 菅首
相の被災地避難所視察計
画の先送りを発表 [A]

・松本外相, G8外相会議(パ
リ)の夕食会で原発事故を
含む東日本大震災の被害
状況を説明。各国外相は
哀悼の意を表明 [A]

・北沢防衛相,被災地を上空
から視察 [NK]

02:20 福島第1原発で, 放射線量が
制限値の500マイクロシーベルト
を超える [メルトダウン]

11:01 福島第1原発3号機で水素爆
発 [NK]

13:25 福島第1原発2号機で原子炉
の冷却機能を喪失したと,東電が
国に報告 [T]

14:00頃 東電福島事務所, 福島第1
原発3号機の爆発事故で11人が負
傷と発表 [メルトダウン]

16:34 福島第1原発2号機で圧力容
器の水位が低下。東電が海水の
注入を開始 [巨大津波が襲った]

18:22 福島第1原発2号機で燃料全
体が露出 [NK]

19:55頃 東電, 福島第1原発2号機で
燃料棒が水面から露出,原子炉が
空だき状態であることを公表 [巨

大津波が襲った]

21:03 枝野官房長官が記者会見。
福島第1原発1～3号機の炉心溶融
について, 「可能性が高い」と発
言 [NK]

22:00頃 福島第2原発敷地周辺で
通常値の260倍(毎時9.4マイクロ
シーベルト)の放射能を観測 [メル

トダウン]

22:50 福島第1原発2号機で格納容
器の圧力が異常上昇 [NK]

23:00 福島第1原発2号機で燃料の
大部分が圧力容器の底に溶け落
ちる [A]

23:20 福島第1原発2号機で再び核
燃料棒が原子炉内の水からすべ
て露出 [T]

・福島第2原発1・2号機で炉内の温
度が安定。100度を下回る [A]

・東電, 福島第1原発事故について
「全員退去したい」と枝野官房長
官と海江田経産相に電話で申入
れ。両氏は認めず首相に報告 [メ

ルトダウン]

・ムーディーズジャパン,東京電力
の格付けをAa2から格下げ方向で
見直すと発表 [NK]

01:00 原子力:中央特殊武器防護隊(大宮)が川俣町
体育館で住民100名に対して除染 [SDF]

06:45空自:百里救難隊のヘリが12名救出 [SDF]

07:03 空自:ヘリが東浜小学校で高齢者2名救
助 [SDF]

07:17空自:ヘリが東浜小学校で8名救出 [SDF]

08:34空自:秋田救難隊のヘリが石巻郵便局で要救
助者10名を収容 [SDF]

08:45空自:三沢ヘリ隊が湊中学校で41名の収容を
完了 [SDF]

08:55 空自:入間ヘリ隊が石巻第2小学校より17名
を搬送 [SDF]

09:45陸自:第9師団第4地対艦ミサイル連隊が炊き
出し800食を作成完了 [SDF]

12:03空自:百里救難隊が寄磯小学校で要救助者11
名(大人7名,子供4名)の収容を完了 [SDF]

13:00 陸自:札幌病院2コ医療チームが巡回診療の
ため宮古市避難所へ前進中 [SDF]

13:13 海自:「おおなみ」内火艇及び作業艇が浦
戸桂島(塩釜市)で物資輸送(水140L,カンパン192
個,パン174個) [SDF]

13:15陸自:英国レスキューチーム46名を三沢から
大船渡に搬送 [SDF]

13:25陸自:第6師団が石巻にて36名救助 [SDF]

14:14海自:「ときわ」から発艦したヘリが2.5トン
の非常用糧食を女川総合運動公園に輸送 [SDF]

15:40海自:「おおなみ」が被災者に食料等を提供
(水170L等) [SDF]

15:43時点陸自:第6師団隊員が,石巻駅北側の住宅
地の2階における要救助者をボートで救出する作
業にあたる [SDF]

17:40 陸自:第2施設大隊が老木公園に集結完了。
同地にて展開 [SDF]

17:47海自:「はるさめ」搭載ヘリが波伝谷地区か
ら石巻赤十字病院へ被災者8名を搬送 [SDF]

20:34空自:第2輸送航空隊(入間)が救援物資の糧食
600箱を新潟へ輸送 [SDF]

20:56福島第1原発2号機が危険な状態のため,オフ
サイトセンターから郡山駐屯地へ移動(CRF副司
令以下14名はオフサイトセンターに残留) [SDF]

・北沢防衛相,自衛隊東北方面総監部で君塚方面総
監に陸海空3自衛隊の部隊運用を一元化する「統
合任務部隊」の編成を命じる [NK]

・防衛省が即応予備自衛官と予備自衛官招集を発
表。総勢約6500人。被災者の捜索・救難,物資輸
送にあてる [NK]

・原子力空母ロ
ナルド・レーガ
ンを中心とす
る米海軍艦艇が
東北沿岸海域か
ら一時待避。空
気中や乗務員か
ら微量の放射線
が確認されたた
め [NK]

・被災者救援に
あたる米海軍艦
船, 北方沖で活
動を再開 [A]

・米海兵隊, 普天
間飛行場から輸
送機10機, ヘリ
8機を14日まで
に岩国と厚木に
派遣 [A]

・北沢防衛省, 自
衛隊トップの折
木良一統合幕僚
長や在日米軍司
令官とともに宮
城・福島両県な
どの被災地を陸
自ヘリで上空か
ら視察 [M]

・米原子力規制
委員会, 日本政
府の要請に基づ
き,さらに8人の
専門家などを日
本に追加派遣し
たと発表 [NK]

02:40頃 東北電力原町火力発電所(福島
県南相馬市)で火災発生。地元消防団
が消火にあたり5時過ぎに鎮火 [K]

05:35 JR羽越線が全線で運行再開 [震災と

鉄道全記録]

05:36 JR東日本,計画停電をうけて,運転
区間を全線運行の上越・長野両新幹線
と山手線のほか,京浜東北線・中央線・
常磐線の一部区間に限定し, 大半を終
日運休すると発表 [震災と鉄道全記録]

05:50弘南鉄道大鰐線が全線運で運行再
開 [震災と鉄道全記録]

06:00 NTT東日本, 不通になっている固
定電話回線が3月13日夜の約90万回線
から56万1千回線まで回復と発表 [NK]

06:30 弘南鉄道弘南線が全線運で行再
開 [震災と鉄道全記録]

11:20 政府, 計画停電や節電協力を呼
びかけるメールを9都県の2420万人に
NTTドコモを通じて送信 [A]

12:20 JR東日本,運行は2割。上越・長野
新幹線と中央線ほかのみ運転 [A]

14:50頃つくばエクスプレスが運転見合
わせ [A]

17:00頃から東電,茨城・千葉・山梨・静
岡各県の一部地域で1時間半程度の計
画停電を実施 [NK]

17:00頃国道455号(盛岡-岩泉町小本),国
道398号(栗原市築館-南三陸:南三陸町
市街地手前まで), 国道289号(白河-い
わき勿来)が通行可能に [W:国交省]

・東北新幹線,約200か所で架線が断線。
JR東日本の調査で判明 [A]

・西武鉄道・京王電鉄等の私鉄も多くの
区間で終日運休や間引き運転。鉄道網
は混乱した [震災と鉄道全記録]

・仙台東部道路(亘理-仙台若林JCT), 仙
台北部道路(富谷JCT-利府JCT),仙台南
部道路(仙台若林JCT-仙台南JCT),三陸
自動車道(利府JCT-登米東和IC)が緊急
交通路に追加で指定 [W: NEXCO]

・警察庁, 首都圏で計画停電中に信号
機の大半が停止することをうけ, 停電
中の車の使用を自粛するよう呼びか
け [NK]

・宮城交通・山交バス,仙台-山形間で運
行再開 [W:国交省]

・JRバス東北・新潟交通,仙台-新潟間で
運行再開 [W:国交省]

・日本航空, 青森・山形・秋田の各空港
と羽田空港などを結ぶ路線で24便の臨
時便を運航 [NK]

・全日空, 福島空港と羽田・伊丹・名古
屋を結ぶ路線で各4便の臨時便を運
航 [NK]

・国交省,福島空港と花巻空港を24時間
発着可能にしたと発表 [NK]

・国交省,クレーン船で海上の浮遊物除
去作業を開始 [A]

・国交省,海技免状の免許申請期間の実
質的延長, 船舶検査等の添付書類の省
略や検査証書等の有効期間の延長, 雇
入契約の成立等の届出についての弾
力的措置などについて事務連絡 [W: 内

閣府]

・マツダ,昼に国内全2工場を停止 [NK]

・JFEスチール,午前に,東日本製鉄所千
葉地区(千葉市)の高炉1基を再稼働 [A]

・カゴメは,トマトジュースや野菜ジュー
スをつくる那須工場(栃木県那須塩原
市)で操業停止と発表 [A]

・キャノン, 宇都宮事業所ほか3事業所,
福島キャノンなどグループ会社の5事
業所の操業を停止 [NK]

・コメ卸大手の木徳神糧,精米を担う東
北支店・仙台工場の機能を喪失したと
発表 [NK]

・粗鋼の生産能力, 計画停電で2割程度
にダウン。自動車産業への影響も拡
大 [A]

・ソニー,神奈川県厚木市の研究開発拠
点と栃木県鹿沼市の科学部品工場, 下
野市のバッテリー工場の計3か所で午
前中に自主的停電等の対応 [NK]

・大和ハウスグループ,震災対応本部を
設置。資材調達の検討を開始 [A]

・トヨタ自動車, 15日～16日の工場稼働
休止を発表 [NK]

・トヨタ自動車, グループの車体メー
カーであるセントラル自動車宮城工場
と関東自動車工業岩手工場を含め操業
停止。本社拠点が集積する愛知県豊田
市から支援要員を被災地に派遣 [NK]

・日産自動車・スズキ・三菱自動車・富士
重工,国内全工場で操業取りやめ [NK]

・日立マクセル,震災の影響で品薄が続
く乾電池を3月14日から大阪府茨木市
の工場を24時間稼働し増産 [A]

・日野自動車,東京都日野市と東京都羽
村市で操業停止 [NK]

・ホンダ,熊本製作所(熊本県大津街)以外
の四輪車関連の全工場で操業停止 [NK]

・ホンダ,国内全生産拠点で15日～20日
まで操業休止と発表。埼玉製作所の狭
山工場と小川工場も対象に [W:ロイター]

・マツダ,広島市と山口県防府市の工場
で夜間操業から取りやめ [NK]

・三菱電機,人工衛星などを扱う鎌倉製
作所(神奈川県鎌倉市)などで休業 [T]

・三洋電機東京製作所(群馬県大泉町),
14日午前は稼働したが, 停電の連絡を
受けたため午後に操業停止 [J]

・東芝,薄型テレビなどを生産する深谷
工場(埼玉県深谷市)などを休業 [T]

・東洋水産関東工場(館林市), 14日午前は
一部稼働したが,午後には生産停止 [J]

・松屋フーズ, 盛岡市2店と仙台市10店
で休業との報道 [A]

・吉野家,東北の全77店を閉店中との報
道 [A]

・三越伊勢丹HD,傘下の三越千葉店など
七店舗を終日休業 [T]

・ヤマト運輸,北海道から茨城県の一部
で集配業務を再開 [NK]

・ゆうちょ銀行, 1都8県477箇所のATM
を停止 [NK]

・埼玉りそな銀行,通常は午前9時から午
後5時までの営業時間を, 午後3時まで
に短縮 [T]

・夕方土木学会,東北関東大震災特別
委員会設置のための準備会を緊急招
集,特別委員会の設置を了承 [W:土木

学会]

・日本建築学会,情報収集支援室を学
会内に開設 [建築雑誌; No.1622]

・日本建築士事務所協会連合会, 第1
回東日本大震災対策本部会議を開
催。当面の対応方針等を協議 [W: 日

本建築士事務所協会連合会]

・兵庫県建築士事務所協会事務局,東
日本大震災支援本部を設置。会員か
らの義援金の募集も開始 [W:日本建築

士事務所協会連合会]

・日本都市計画学会,防災・復興問題
研究特別委員会の設置を理事会で承
認 [W:日本都市計画学会]

・建設コンサルタンツ協会中部支部,
災害対策支部を設置 [W: 建設コンサル

タンツ協会]

・建設コンサルタンツ協会四国支部,
災害対策支部を設置 [W: 建設コンサル

タンツ協会]

・日本下水道協会,会員に向け「東北
地方太平洋沖地震の下水道災害復旧
支援のお願い」を発出 [W:日本下水道

協会]

・港湾空港技術研究所,国交省からの
要請を受け, 3月14日より順次,被災
地域の港湾・空港に津波・地震・構
造文他の専門家を派遣開始 [W: 港湾

空港技術研究所]

・新潟大学, 3月12日の長野県北部の地
震(震度6強)をうけ,鉄筋コンクリー
ト造・鉄骨造の被害調査を実施 [建築

雑誌; No.1622]

・日本社会福祉士会,都道府県社会福
祉士会に向けて「被災地支援に全力
を」呼び掛け, 活動支援のための募
金の募集を開始 [W:日本社会福祉士会]

・全国社会保険労務士会連合会,東北
地方太平洋沖地震災害対策本部を設
置。会員からの義援金募集, 被災者
からの労働や労働社会保険等に関す
る無料電話相談の開催等を決定 [W:

全国社会保険労務士会連合会]

・日本公認会計士協会,国税庁公表の
東北地方太平洋沖地震に係る申告・
納付等の期限延長措置に対し, その
後の計画停電の実施を踏まえた適用
範囲の拡大に関する緊急要望書を3
月14日付で国税庁長官に提出 [W:日

本公認会計士協会]

・日本薬剤師会,第1回災害対策本部会
議を開催。救援物資集積場の情報収
集, ヨウ素製剤に係るチェーンメー
ル等虚偽情報対策, 支援薬剤師の募
集などを検討 [W:日本薬剤師会]

・日本歯科医師会,「東北地方太平洋
沖地震の現状報告」(緊急記者会見)
を開催 [W:日本歯科医師会]
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19:30原子力資料情報室,外
国人特派員協会で記者会
見。ustreamで配信 [W: 原

子力資料情報室]

・東日本大震災支援全国
ネットワーク(JCN), 暫定
的に活動開始 [W: JCN]

・ピースウィンズ・ジャパ
ン,緊急支援物資を気仙沼
に輸送 [W: PWJ]

・認定NPO法人難民支援協
会,日本国内の難民一人ひ
とりに電話やメールで安
否確認を実施 [W: 難民支援

協会]

・日本YMCA, 支援金の募
集を開始 [W:日本YMCA]

・特定非営利活動法人チャ
リティ・プラットフォー
ム, ジャスト・ギビング
と連携し東日本大震災緊
急プロジェクトを立ち上
げ [W: チャリティ・プラット

フォーム]

・特定非営利活動法人グッ
ドネーバーズ・ジャパン,
スタッフ3名が被災地へ出
発 [W:グッドネーバーズ・ジャ

パン]

・特定非営利活動法人グッ
ドネーバーズ・ジャパン,
緊急支援を開始。岩手県
釜石市,大槌町を中心に活
動 [W: JANIC]

・ジャパン・プラットフォー
ム,物資の配布や避難所の
設置を開始 [W: JPF]

・国際ボランティアセン
ター山形(IVY), 東北広域
震災NGOセンターを開
設。緊急支援活動を開
始 [W: IVY]

・国際NGOハビタット・フ
ォー・ヒューマニティ・
ジャパン,「東日本大震災」
支援募金を受付開始 [W:ハ

ビタット・フォー・ヒューマニ

ティ・ジャパン]

・国際NGO難民を助ける会
の職員, 仙台市内に到着。
緊急支援物資を配布 [W:難

民を助ける会]

・アースデイ東京,「アース
デイ東京からの大震災に
ついての緊急声明」を発
表。市民への節電のお願
いと,政府へのリスクある
原発の運転停止およびエ
ネルギー政策の転換をお
願い [W:主催団体]

・八戸市社協,八戸市災害ボ
ランティアセンターを開
設 [B:全社協被災地支援・災害

ボランティア情報]

19:30原子力資料情報室,外
国人特派員協会で記者会
見。ustreamで配信 [W: 原

子力資料情報室]

・午後から 福島県警, 福島
第1原発20キロ圏で自力
避難できない人の救出を
開始 [A]

・中野国家公安委員長, 3月
12日の福島第1原発1号機
の爆発で,福島県警の男性
警官2人が被曝したことを
発表 [NK]

・福島県,除染が必要となる
被曝の基準を引き上げ [A]

・宮城県女川町で,高い放射
線量を観測 [A]

・各電力会社,福島第1原発
事故をうけて津波想定の
見直しを検討 [A]

・山口県の二井関成知事,中
国電力が計画中の上関原
発の建設準備工事を当面
見合わせるよう要請した
と表明 [NK]

・横浜国立大学, 3月17日に
延期していた後期入試の
中止を決定 [A]

・Vリーグ機構,ファイナル
ラウンドなど今期残り全
試合中止を発表 [A]

・国立・新国立劇場, 3月末
まで主催公演を中止する
と発表 [A]

・文科省の集計によると,全
国の公立幼稚園, 小中学
校, 高校, 特別支援学校の
うち計3401校が休校 [A]

・ゲーム会社のアイレムソ
フトウェアエンジニアリ
ング,大地震を疑似体験す
るゲーム「絶対絶命都市」
の発売中止を決定 [A]

・ホテル東京(東京・千代
田), 予定されていた企業
の宴会9件のうち7件が中
止 [NK]

・宮内庁, 4月28日予定の園
遊会中止を発表 [NK]

・リニア・鉄道館(名古屋)が
オープン。開業行事は中
止 [NK]

・Jリーグ, 3月中のJ1・J2と
ナビスコカップ1次リーグ
全試合の中止を発表 [A]

・計画停電をうけて関東
各地で百貨店や工場の休
業・営業時間短縮が相次
ぐ。銀座百貨店は午後6時
で閉店 [NS]

・J1鹿島,鹿島市内のグラウ
ンドで3日ぶりに練習を再
開 [A]

・リクナビ,来春向け採用活
動を遅らせる企業動向を
学生に知らせる [A]

・日本オリンピック委員会
の市原専務理事,各競技団
体に開催可能な大会の開
催を呼び掛ける [A]

・国際スケート連盟,東京・
国立代々木競技場で3月
21～27日に開催予定だっ
た世界フィギュア選手権
を「予定通りの開催は不
可能」と発表 [A]

・日本赤十字社に寄せられ
た義援金, 3月14日～20日
の1週間で約223億1532万
円。過去最高のペース。
件数は約57万4000件 [NK]

・中 央 共 同 募 金 会, 3
月14日～17日だけで約
25億1119万円(約5万9000
件)集まる [NK]

・ユニクロ,機能性肌着など
30万着(7億円相当)を被災
地へ寄付 [A]

・ユニクロの社長,義援金と
して10億円を拠出 [A]

09:40 茨城空港にスカイマーク神戸-茨城便が到着。スカイ
マークと春秋航空の各便が運行再開 [I]

10:00頃千葉市の幹線道路沿いのガソリンスタンドで, 50台
以上の車が列をつくる [A]

・茨城県水戸の京成百貨店, 14日午前10時から午後5時まで
地下食品売り場,学生服注文売り場,雑貨店ロフトとコヤマ
薬局のみで営業。その他は休業 [I]

10:00ファミリーマートによると,茨城県内170店のうち,水
戸などの30店が閉鎖中。再開している店舗は輪番停電でも
営業予定という [I]

10:30茨城県土木部のまとめによると,水戸協同病院下など4
カ所の急傾斜地崩壊防止施設が亀裂・損壊。日立港などで
は埠頭用地が液状化し陥没。鹿島下水処理場が処理停止 [I]

10:35茨城空港から神戸便が出発 [I]

11:20政府,計画停電や節電協力を呼びかけるメールを9都県
の2420万人にNTTドコモを通じて送信 [A]

11:30茨城県災害対策本部によると,全壊100棟,半壊822棟。
下妻・笠間など11地区の電気が新たに全域復旧。北茨城・
萩・大子は依然未復旧 [I]

11:30茨城県災害対策本部によると,避難所数・人数は水戸
が58カ所2822人, 日立52カ所1万1294人, 土浦40カ所56人,
石岡2カ所90人, 龍ヶ崎1カ所4人, 下妻5カ所61人, 常総3カ
所71人, 常陸太田14カ所2172人, 高萩10カ所4835人, 北茨
城20カ所5145人, 笠間8カ所1180人, 取手2カ所19人, 牛久6
カ所22人, つくば11カ所111人, ひたちなか62カ所8147人,
鹿嶋21カ所472人, 潮来4カ所645人, 常陸大宮7カ所672人,
那珂4カ所260人,筑西5カ所22人,稲敷5カ所20人,かすみが
うら1カ所60人, 桜川4カ所215人, 神栖25カ所1241人, 行方
5カ所388人, 鉾田11カ所952人, 小美玉9カ所1014人, 茨城
町7カ所398人, 大洗町1カ所100人, 城里3カ所1100人, 東海
村12カ所2328人, 大子4カ所86人, 阿見1カ所30人, 境1カ所
2人。以上428カ所4万7834人 [I]

14:30時点茨城県生活衛生課のまとめによると,県内給水は,
全域断水が日立・石岡・下妻・常陸太田・高萩・北茨城・
笠間・つくば・ひたちなか・潮来・常陸大宮・那珂・桜川・
神栖・行方・鉾田・茨城・大洗・城里・東海・河内。一部断
水が水戸・土浦・結城・常総・牛久・鹿嶋・筑西・坂東・稲
敷・かすみがうら・小美玉・大子・美浦・八千代・利根 [I]

14:50頃つくばエクスプレスが運転見合わせ [A]

17:00頃から 東電, 茨城・千葉・山梨・静岡各県の一部地域
で1時間半程度の計画停電を実施 [NK]

・午前東電,計画停電第1・2グループで実施せず。第3グルー
プ以降は電力需給を見て判断 [A]

・午前 首都圏の鉄道ダイヤが乱れ, ターミナルは人で満杯
に。東電の計画停電の影響 [A]

・東京メトロ,計画停電のため通常の5割程度の運行 [NK]

・都営地下鉄,計画停電のため通常の7割程度の運行 [NK]

・ゆうちょ銀行, 1都8県477箇所のATMを停止 [NK]

・東京都,第1・第2本庁舎のエレベーター計60基の半分を停
止すると発表 [NK]

・警察庁,首都圏で計画停電中に信号機の大半が停止するこ
とをうけ,停電中の車の使用を自粛するよう呼びかけ [NK]

・首都圏の大手企業,計画停電に伴う鉄道運休の影響で一部
事業所や店舗を休業 [A]

・小田急百貨店,新宿店など三店舗を休業 [T]

・多摩センター三越,臨時休業 [T]

・アシックス,電車が運休している沿線に住む東京支社の社
員に自宅待機の指示 [T]

・東京都, 計画停電に伴い, 都立高校の全日制課程の授業時
間変更を発表 [NK]

・朝地震に伴う東京都町田市の大型量販店スロープ崩壊事
故で入院していた男性(74)が死亡 [A]

・東京都文京区, 給食の提供が困難な場合には3月末まで中
止するよう区内の小学校に通知 [NK]

・福島県, 除染が必要となる被曝の基準を
引き上げ [A]

・午後 福島県警, 福島第1原発20キロ圏で
自力避難できない人の救出を開始 [A]

・福島県, 「避難地区内の農林水産物は住
民が全員避難しているため, 現実的に出
荷できる状況にない」と地元市町村や農
協に通知 [A]

・福島第1原発3号機の水素爆発について,
避難指示区域外の他自治体の避難所に逃
れた被災者から不安と怒りの声。ガソリ
ンが枯渇し避難できない住民も多い [FP]

・通信障害が続く相馬市ではホームペー
ジの更新ができないため, 職員がツイッ
ターを使い3月14日までに被災者用の救
援物資を要請 [FP]

・原発周辺での被ばく住民の増加をうけ,
福島県は3月14日から県内の400を超える
全避難所で被ばく調査(スクリーニング)
を開始 [FP]

・福島県, 地震被害で使用できない階の部
局を他のフロアや市内関連施設に移して
業務を再開 [FP]

・福島県内の市町村, 通常業務を再開。津
波被害の大きかったいわき市や南相馬市
は業務を死亡届など各種届出窓口に限
定 [FP]

・3月14日時点で,川俣町の小学校や体育館
など11ヵ所の避難所には町民の約3分の1
にあたる約4,700人が避難 [FP]

・夜葛尾村,独自に村民避難を決定。外国
からのミサイル攻撃用に準備していた避
難計画に沿って村民をバスで避難させ
る [A]

・浪江町,対策本部を同町津島支所に設置。
周辺に10,000人以上の避難者。福島第1
原発2号機の冷却不能を受け,同支所から
移動するため県に輸送車両の手配を要
請 [FP]

・須賀川市の須賀川アリーナ, 3月13日夜
から原発立地町の住民を受け入れ。14
日午後5時現在まで約120人が利用してい
る [FP]

・群馬県片品村, 被災者1,000人を村内民
宿等で受け入れる準備態勢を整えた。
7,000～1億円と見込まれる滞在費用は補
正で全額を同村が負担の方針 [FP]

・大熊町から寝たきりの高齢者と介護施設
入所者146人がバスでいわき・伊達・福
島各市へ分散搬送される。途中で2人が
死亡,避難先で19人が亡くなった [FP]

‐深刻なガソリン不足は会津全域にも拡
大。奥会津地方のガソリンスタンドは軒
並み品切れ状態 [FP]

‐南相馬市の東北電力原町火力, 新地町の
相馬共同火力発電新地, いわき市の常磐
共同火力勿来の3発電所は,地震と津波の
影響を受け運転を停止 [FP]

‐郡山市には姉妹都市の奈良・久留米・鳥
取各市をはじめ各地から支援が相次ぐ。
支援内容は職員・医師・看護婦の派遣,給
水車や給水パックの提供など [FP]

・中野国家公安委員長, 3月12日の福島第1
原発1号機の爆発で,福島県警の男性警官
2人が被曝したことを発表 [NK]

11:00頃気仙沼市,「太平洋沖
で津波を確認」との情報を得
るも,全域の停電と予備バッ
テリー切れにより防災無線
が機能せず [K]

・夜 韓国の緊急援助隊102人
が宮城県に到着 [A]

・宮城県, ホームページで医
療機関の受診対応状況を公
表 [A]

・宮城県によると,仙台周辺の
50カ所のガソリンスタンド
のうち在庫があるのは3カ所
のみ。山形や秋田に協力要
請 [NK]

・宮城県,住居を失った被災者
の生活拠点を早期に確保す
るのは難しいとして,県外の
親類宅などへ疎開を誘導す
ることを含めて検討開始 [K]

・宮城県,震災で阿武隈川下流
流域下水道の下水処理施設
(岩沼市)が全壊し, マンホー
ルから汚水があふれ出す恐
れが高まったとし,下水を直
接阿武隈川などに流す方針
を決定 [K]

・村井県知事,災害対策本部会
議で食糧不足への認識を示
し,食料・燃料・水の確保を
指示。1日当たり90万食の確
保目指す [K]

・仙台市,仙台圏の沿岸自治体
を対象に物資調達の仲介支
援を開始。県市長会会長の
奥山仙台市長,村井知事と会
談し,物資調達について市と
県が機能的に連携すること
で合意 [K]

・仙台中央卸売市場, 施設内
の照明が復旧。予定通り開
場 [NK]

・宮城県警によると,地震発生
から3月14日午後までに把握
した店舗荒らしや万引きは
40件。仙台東署管内で19件,
塩釜署管内で6件, 仙台南署
管内で3件など。被害総額は
約164万円 [K]

・女川町で,高い放射線量を観
測 [A]

・山元町で,通常の約10倍とな
る毎時0.41マイクロシーベ
ルトの放射線量を観測測定
した宮城県は,「健康に影響
するレベルではない」 [K]

・気仙沼市本吉町,市中心部と
つながる国道45号が寸断し,
「陸の孤島」に近い状態との
報道 [K]

・東北電力, 3月16日以降に計
画停電実施を検討している
ことを表明 [K]

11:00過ぎ大船渡市で5メート
ルの引き波を観測したとの
情報で, 捜索の重機等, 高台
に引き上げ [IN]

・岩手県教育委員会によると,
大船渡高校で228人, 大船渡
東高校で535人の生徒の安否
が未確認。田老第1小学校で
は児童100人と連絡取れず。
他にも多数の生徒の安否が
不明。 [IN]

・達増県知事,菅首相と電話で
会談。ガソリンなど燃料の
確保を要望 [IN]

・岩手県では, 県立高校50校
と,多くの小・中学校が休校
措置 [IN]

・盛岡市の谷藤裕明市長,被災
した沿岸部の住民について,
市内各所の施設に約500人の
受け入れが可能なことを記
者会見で表明 [W:岩手日報]

・盛岡市中央卸売市場で,停電
が復旧 [NK]

・宮古市五月町の魚菜市場の
約10店舗,臨時の青空市場を
開催 [K]

・東京都狛江市,岩手県大船渡
市に防災ラジオ10台を空輸。
防災無線の周波数が一致 [A]

・米オバマ大統領,東日本大震
災に関して「国際的な悲劇」
として結束を強調 [A]

・米民間企業のデジタルグ
ローブ, 福島第1原発の衛生
写真を公開 [A]

03:34韓国:政府外交部,日本を
旅行留意区域として宣布 [CI]

06:00外務省(日本)によると, 3
月14日6:00時点で, 91カ国・
地域と6国際機関から支援の
申し出 [NK]

09:15 台湾:政府が派遣した救
助隊23人,羽田空港に向け出
発 [LT]

11:43 韓国:政府, 同胞2人の死
亡を確認 [CI]

12:00 中国:国家観光局, 各地
旅行部門の統計データから
北京・遼寧・吉林・上海・江
蘇・浙江・山東・広東・貴州・
四川・雲南の11省(直轄市)を
出発した中国人観光ツアー
127団体(計3235人)がいまも
日本に在留,現在のところ死
傷者の報告はなく全員無事
との情報を発表 [RJ]

15:00在日中国大使館,無事が
確認された日本在住中国人
の名簿(50期目)をウェブサ
イトで公開 [RJ]

・アメリカ:オバマ大統領, 東
日本大震災に関して「国際
的な悲劇」として結束を強
調 [A]

・アメリカ:カリフォルニア州
政府, 東日本大震災で起き
た津波による被害が4千万ド
ル(約33億円)を超えると表
明 [A]

・アメリカ:民間企業のデジタ
ルグローブ, 福島第1原発の
衛生写真を公開 [A]

・イギリス:インディペンデン
ト・オン・サンデー, 3月13日
付1面で日本国旗の上に日本
語で「がんばれ,日本。がん
ばれ,東北。」掲載 [NK]

・オーストリア:オーストリア
航空,専門家を同行させ放射
能濃度を検査する方針を発
表 [BZ]

・カタール:国営液化天然ガス
事業会社カタールガス, 日
本へのLNG供給を増やす用
意があると表明(現地時間14
日) [NK]

・韓国:食品医薬品安全庁, 日
本から輸入する30種類の生
鮮食品につき,放射能汚染を
検査すると表明 [NK]

・韓国:東亜日報, 1面で震災募
金呼びかけ。中央日報や朝
鮮日報も [A]

Mon.
14

Mar.

3月
14日
(月)
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全般 国/政治経済 原発/東電 自衛隊 米軍/米国 基礎的インフラ 生活/生産の基盤 学界/専門家組織

Mon.
14

Mar.

3月
14日
(月)

22:00 消防庁の発表による
と, 死者1154人, 行方不明
者1956人, 負傷者2650人。
建物では全壊4716棟, 半
壊2592棟,一部破損65637
棟を確認。避難者数は合
計309873人 [W:消防庁]

・観光庁,日本旅行業協会を
通じて被災地域への旅行
客の安否状況を調査。約
2500人の安否を未確認と
の報道 [A]

・民主党,被災地の統一地方
選(4月)の延期を認める臨
時特例法案提出の方針固
める。対象地域は未定 [A]

・朝日銀,短期金融市場に7
兆円規模の緊急資金供給
の実施を発表。その後さ
らに5兆円の即日供給を実
施。計12兆円 [NK]

・日銀,金融政策決定会合。
追加緩和策を発表 [NK]

・日銀,公開市場操作(オペ)
を使い, 当面の資金とし
て15兆円を金融機関に貸
出 [A]

・日経平均の午前終値が,
前週末比464円88銭安の
9789円55銭。取引期間中
に1万円を割り込むのは
2010年12月1日以来約3ヵ
月半ぶり [NK]

・東証1部の売買高が約48億
8300万株, 前週末比の1.6
倍と過去最高。株価指数
先物・オプションの売り
買い高も急増。投資家が
保有株などの換金売り急
ぐ [NK]

・ニューヨーク株式市場,ダ
ウ平均が一時前週末比で
144ドル近く下落。震災
による日本経済悪化への
懸念 [A]

・那須塩原市の蛇尾川ダムで小規模な崩
壊を確認 [W:東北地方整備局]

・国土交通省,東電とJR東日本に対し, 5
つの水力発電所で発電量増やすため河
川からの取水量を増やすことを認める
と表明 [A]

・東北電力,計画停電の検討を始めたと
発表 [A]

・秦野ガス,秦野市の一部(380戸)が全戸
復旧完了 [W:日本ガス協会]

・東部ガス,土浦市の一部(229戸)が復旧
完了 [W:日本ガス協会]

・東北ガス,白河市の一部(139戸)が復旧
完了 [W:日本ガス協会]

・常磐共同ガス, いわき市の一部(1,050
戸)が復旧完了 [W:日本ガス協会]

・日本ガス協会が派遣した復旧隊14名が
仙台市ガス局に到着 [W:日本ガス協会]

・石油連盟,官邸要請の燃料供給に対応
する24時間体制オペレーションルーム
を設置 [W:石油連盟]

・石油連盟,官邸指示のもと緊急先等へ
燃料供給を実施 [W:石油連盟]

・石油連盟,政府に対し民間備蓄義務の
引下げを要請 [W:石油連盟]

・JX日鉱日石エネルギーの根岸製油所,
陸上出荷を再開 [W: JX日鉱日石エネルギー]

・JX日鉱日石エネルギー酒田油槽所,出
荷再開 [W: JX日鉱日石エネルギー]

・コスモ石油酒田油槽所, 一部出荷再
開 [W:コスモ石油]

・午前東京工業品取引所のガソリン先物
期近物が急騰。9時半時点で前週末比5
千円高の1キロリットル7万6千円前後
で推移 [NK]

・夜海江田経産相,民間の石油備蓄を放
出する方針を表明。元売り等に義務付
ける備蓄量を70日から67日分へ引き
下げ, 126万キロリットル放出へ [NK]

・NTT東日本が3月14日までに福島・宮
城・岩手・茨城・長野の各県で設置した
特設公衆電話は計315台 [W: NTT東日本]

・通信労組, NTT東日本に対し「ユニバー
サルサービスの責務を負うNTTが, 被
災地での人命救助や災害復旧を最優先
とした通信網の復旧を緊急に図るとと
もに,被災した社員や家族と,災害復旧
を行う社員への十分な配慮が行われる
よう」申し入れ [W:通信労組]

・住宅金融支援機構,東日本大震災の被
災者について住宅ローン返済を猶予す
ると発表 [NK]

・キリンビバレッジ,飲料水約15万本を
被災地に送る予定との報道 [A]

・サッポロ飲料, 飲料水約1万1500本を
宮城県に配送。岩手・福島両県にも計
約2万3000本を送る手配との報道 [A]

・住宅生産団体連合会,被災地支援の緊
急対策本部を設置。参加団体に働きか
け2ヶ月間で3万戸の仮設住宅建設を目
指す [NK]

・全国農業協同組合連合会,配合飼料の
4～6月期の出荷価格を3～4%前後引き
上げると発表 [NK]

・内閣府,被災者生活再建支援法を宮城
県内全域に適用。適用日は3月11日 [W:

内閣府]

・経産省,生活必需品として寝袋1000戸,
ガスコンロ10万台, ガスボンベ100万
個,乾電池70万個,懐中電灯3000個,軍
手45万組などを確保と報道 [NK]

・経産省,毛布9万枚,カイロ1万個,石油
ストーブ200台など防寒用品を中心に
救援物資を業界団体を通じて確保 [NK]

・国立病院機構災害医療センター(東京
都立川市),医師・看護師ら医療スタッ
フ4チームを派遣との報道 [A]

・環境庁,公害健康被害補償法等に係る
公費負担医療等の取扱いについて事務
連絡。被災者が公害医療手帳等を提出
できない場合でも, 公害健康被害補償
法等に基づく公費負担医療等を受ける
ことを周知 [W:内閣府]

・厚労省,工業用ガスボンベを医療用ガ
スボンベとして使用することについて
事務連絡。被災地の患者に対して, 医
療用酸素ガスの供給に際し, 医療用酸
素ガスボンベが枯渇したことでやむを
得ず工業用ガスボンベを使用すること
も,一定の取扱い範囲の中で可能 [W:内

閣府]

・厚労省, 墓地・埋葬等に関する法律に
基づく埋火葬許可の特例措置について
通知。市町村長による埋火葬許可証が
発行されない場合でも代替措置により
遺体の埋火葬が可能に [W:内閣府]

・厚労省,労働保険料等の納期限等の延
長及び納付の猶予について通知 [W: 内

閣府]

・厚労省,精神科医からなる「心のケア
チーム」派遣を発表。被災者の精神的
ケアのため。3月15日に出発 [A]

・経産省,被災した中小企業の債務のう
ち地震発生後に返済期日を迎えたもの
について遅延損害金を免除すると発
表 [NK]

・国税庁, 被災地の納税者向けに, 所得
税・贈与税の確定申告期限の延長措置
を拡大すると発表 [NK]

・国交省, 車検の有効期間を最大4月11
日まで延長 [A]

・日本歯科医師会,警察庁より身元確
認作業のため岩手県7名・宮城県4名
の派遣要請をうけ, 派遣を決定。ま
た身元確認作業に派遣可能な会員
の登録を都道府県歯科医師会に依
頼 [W:日本歯科医師会]

・日本小児科学会,東北地方太平洋沖
地震対策委員会を立ち上げ [W: 日本

小児科学会]

・日本臨床心理士会,災害被害者支援
対策本部を立ち上げ [W: 日本臨床心理

士会]

・国立感染症研究所感染症情報セン
ター, 被災地・避難所における感染
症リスクアセスメントにむけて,「リ
スクアセスメントの方法・考え方に
ついて(解説)」, 「アセスメントに
基づく注意すべき感染症」などを公
表 [W:国立感染症研究所]

・放射線医学総合研究所,「ヨウ素を
含む消毒剤などを飲んではいけま
せん――インターネット等に流れ
ている根拠のない情報に注意」を発
表 [W:放射線医療総合研究所]

・国立がん研究センター,東北地方太
平洋沖地震対応委員会を設置 [W: 国

立がん研究センター]

・理化学研究所,測定支援のため放射
線測定器等を提供。安全管理担当
職員2名を現地へ派遣(3月17日に帰
着) [W:理化学研究所]

・海洋研究開発機構,保有する船舶を
被災地域における簡易的宿泊施設と
して提供すること等を含む緊急対応
方針を発表 [W:海洋研究開発機構]

・海洋研究開発機構,海底地震計設置
のために深海調査研究船「かいれ
い」を派遣。関東・東北沖に計39基
設置 [A]

・防災科学技術研究所など,「東日本
大震災協働情報プラットフォーム」
のサイトを仮設置。各ページの編集
を開始 [W:東日本大震災協働情報プラット

フォーム]

・NPO法人・宮城資歴史資料保全ネッ
トワーク, 宮城県文化財保護課と保
全活動の打ち合わせを実施。協働で
の対応を合意 [W:宮城歴史資料保全ネッ

トワーク]

・文部科学省,東北地方太平洋沖地震
について海域・陸域における地震観
測や津波調査等を行うことにより巨
大地震及び津波の発生メカニズムを
解明することを目的として, 東京大
学等の研究者に科学研究費補助金
(特別研究促進費)を交付することを
決定 [W:文科省]
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市民社会 原発事故の影響 文化/風俗/メディア 東京圏/計画停電 福島県 宮城県 岩手県 海外動向

・三沢市社協,三沢市災害ボ
ランティアセンターを開
設 [B:全社協被災地支援・災害

ボランティア情報]

・NTTとNTT労働組合,東日
本大震災のため2011年春
の労使交渉を一時凍結す
ることで合意 [NK]

・情報労連, 春闘の交渉を
当面凍結し復旧対応を優
先 [A]

・全労連・全農協労連,東日
本大震災労働者対策本部
を設置 [W:全労連]

・連合, 緊急の三役会を開
催し,連合本部・災害対策
救援本部の設置を決定 [W:

連合]

・連合, 東北地方太平洋沖
地震による災害と対応に
対する会長声明を発表 [W:

連合]

・ロックバンドのGLAY,「東
日本大震災救援募金」に
2000万円を寄付 [A]

・巨人-阪神戦に1万3千人の
観客。100万円を超える
募金集まる [A]

・レ―シングドライバーの
脇阪寿一, 自身のHPで義
援金サイトを立ち上げ [A]

・阪神大震災で被災した
サッカーJ1神戸,義援金を
受け付けるための銀行口
座を開設 [A]

・日本ユニセフ協会,緊急募
金を開始 [NK]

・日本赤十字社,東日本大震
災義援金の受付を開始 [W:

日本赤十字社]

・民法各局, CM放映を再
開 [A]

・文化放送,関東広域で「つ
ながるソングス」を全時
間帯で随時放送し, 災害
関連の番組を放送してい
る [NK]

・NHK,節電のため3月15日
～19日まで教育テレビと
BS2の放送を午前0時から
午前5時まで休止すると発
表 [NK]

・日本テレビ・TBS・フジテ
レビ3局, 3月14早朝から
CMをいったん再開する
ものの, 同日午前の3号機
爆発を受け, 再びCMを自
粛 [NS]

・日本テレビ「DASH村」出
演者・スタッフら, 震災
の影響で現場から引き揚
げ [NS]

・文化庁によると, 震災に
よる文化財の被害が128
件 [A]

・石原知事, 「やっぱり天
罰」「津波で我欲洗い落と
す」と発言 [A]

・日本旅行業協会, 地震発
生時点で約3350人が東北
方面を旅行, 13日午後5時
時点でこのうち約2550人
が安否確認できずと発
表 [NK]

・大手スーパーの水発注量,
3月13～14日にかけて10
倍に。納豆で2～3倍, 豆
腐で1.7倍, 牛乳で1.5倍。
政府の物価担当官会議で
明らかに [A]

・広島と長崎の原爆被爆者
が国連欧州本部を訪問。
各国政府の代表団に「日
本政府が原子力政策を転
換することを願う」と訴
え [NK]

・東京都狛江市, 岩手県大船渡市に防災ラジオ10台を空輸。
防災無線の周波数が一致 [A]

・石原東京都知事, 震災支援のために100億円単位の財源確
保を関係部局に指示したと発表 [NK]

・東京都, 計画停電が始まった14日以降, 首都圏の公園での
宴会やイベントの自粛要請を始める [A]

・文科省, 3月14日からの計画停電による帰宅困難者を国立オ
リンピック記念青少年総合センターで受け入れ [W:内閣府]

・神奈川県相模原市,東日本大震災の被災者の健康相談や心
のケアに対応する保健師2人と事務職員2人を岩手県大船渡
市に派遣。また市内20カ所で被災者に対する義援金の受け
付けを開始 [KS]

・横浜市中央卸売市場本場,週明けの取引を再開。被災地と
周辺からの入荷が途絶える [KS]

・神奈川県警,信号機が停止した際の対応策を提示。発電機
や署員の交通整理による対応が可能なのは県内の信号機の
約17% [KS]

・神奈川県内最多の児童を擁する横浜市,一部の学校でパン
と牛乳だけの簡易給食で済ませる [KS]

・神奈川県伊勢原など,食材の納入見通しが立たないなどの
理由から給食を中止 [KS]

・神奈川県の川崎や秦野の小学校,年度いっぱい給食を取り
やめる予定 [KS]

・横浜地裁, 3月18日までに実施予定だった3件の裁判員裁
判の選任手続きと公判期日を取り消し,延期することを決
定 [KS]

・神奈川県横浜市と横浜企業経営支援財団,市信用保証協会
は,「東北地方太平洋沖地震に伴う緊急特別相談窓口」を
設置。市内中小企業を支援 [KS]

・神奈川県内自治体の各教育委員会,余震や東電の計画停電
の影響を鑑み,全校休校や午前授業などの措置 [KS]

・神奈川県箱根町,被災地に消防隊員を派遣したため警備上
の支障が出る恐れがあるとして, 3月15日に予定されてい
た仙石原すすき草原の山焼きを中止 [KS]

・三菱電機, 人工衛星などを扱う鎌倉製作所(神奈川県鎌倉
市)などで休業 [T]

・埼玉県,東電の計画停電をうけ県政史上初めて「危機対策
本部」を設置 [S]

・埼玉りそな銀行,通常は午前9時から午後5時までの営業時
間を,午後3時までに短縮 [T]

・ホンダ, 国内全生産拠点で15日～20日まで操業休止と発
表。埼玉製作所の狭山工場と小川工場も対象に [W:ロイター]

・東芝,薄型テレビなどを生産する深谷工場(埼玉県深谷市)
などを休業 [T]

・そごう・西武,西武所沢店など三店舗を休業 [T]

・浦安市の松崎秀樹市長,激甚災害の申請に向けて被害状況
や被害額の算出を始めたと発表。また,計画停電を実施す
る東電に対し,県を通すなどして「被災地なので停電を取
りやめてほしい」と申し入れたことを表明 [CN]

・東電の計画停電により千葉県多古町の2237戸で断水が発
生 [A]

・千葉銀行,節電・計画停電をうけて店舗外ATM約260箇所
を休止 [NK]

・三越伊勢丹HD, 傘下の三越千葉店など七店舗を終日休
業 [T]

・午前 JFEスチール,東日本製鉄所千葉地区(千葉市)の高炉1
基を再稼働 [A]

・夜茨城県,福島第1原発事故にともなう放射性物質の放出
を受け,小山ダムと県大子工務所の福島県境付近に放射線
を監視するモニタリングポストを設置 [I]

・午前 茨城県, 緊急医療情報システムのホームページを復
旧 [A]

・茨城県, 被災者の不安をあおるデマ情報を流すチェーン
メールに注意するよう呼びかけ [S]

・茨城県の古川観光協会,古川桃まつりの中止を発表 [I]

・福島交通,福島-郡山間でバス運行再開 [W:

国交省]

・厚労省,宮城県からの要請を
うけ,被災した住民の心のケ
アにあたる専門家チームの
派遣に向け調整を始めたこ
とを明らかに。早ければ15
日にも派遣 [K]

・防衛省の折木統合幕僚長,
空自松島基地(東松島市)を
視察。同基地ではF2戦闘機
18機はじめ航空機28機が水
没 [K]

・サッポロ飲料, 飲料水約1
万1500本を宮城県に配送。
岩手・福島両県にも計約2
万3000本を送る手配との報
道 [A]

・韓国:緊急援助隊102人, 夜,
宮城県に到着 [A]

・シンガポール:日本からの輸
入品の放射能について検査
することを表明 [BZ]

・スイス:ロイタルド・エネル
ギー担当相,安全性を再確認
するまでの間, 原発の改修・
建設計画の凍結方針を正式
決定 [A]

・台湾:救援隊派遣を3月11日
地震発生直後に表明しなが
ら丸2日も待機を強いられた
ことについて,台湾外交関係
者は「中国要因でしょう」と
の受け止め [A]

・台湾:原子力委員会, 日本産
品の検査強化を決定 [A]

・台湾:日本から輸入する生鮮
食品の放射性物質検査を開
始 [NK]

・台湾:行政院委員会副主委黃
慶東,台湾の核能廠が地震に
耐えらるかとの国会議員の
質問に対し,「台湾の核能廠
は菩薩のように堅固な岩盤
に座禅している」と返答。後
に大きな波紋を呼ぶ [LT]

・台湾:行政院原子力委員会,
「放射性物質が台湾に飛ん
でくる可能性は低い」と発
表 [LT]

・台湾:福島第1原発事故をう
け,民進党の国会議員が第四
核能廠の工事の一時休止を
臨時提案し,可決。しかし翌
3月15日には, 馬英九総統が
休止しないと明言 [LT]

・中国:温家宝総理, 全国人民
代表大会閉会後に北京の人
民大会堂で記者会見し,東日
本巨大地震の被災者に対し
「この場を借りて, 日本国民
に深い哀悼の意を伝えたい」
と述べた上で,「今後も日本
が必要とする支援を行って
いきたい」と語る [RJ]

・中国:商務部, 日本政府に対
し3000万元相当の救援物資
の提供を表明 [RJ]

・中国:日本で人道主義の国際
救援活動を行っている中国
国際救援隊隊員で武装警察
総医院医務部副主任の彭碧
波氏に電話で話を聞いたと
ころ, 同日早朝, 救援隊は岩
手県からキャンプ地に集合
して出発し,日本の消防隊と
共に捜索・救援活動を行っ
たという(北京時間3月14日
20時) [RJ]

Mon.
14

Mar.

3月
14日
(月)

Disaster, Infrastructure and Society : Learning from the 2011 Earthquake in Japan No.1 2011

47 (35)



全般 国/政治経済 原発/東電 自衛隊 米軍/米国 基礎的インフラ 生活/生産の基盤 学界/専門家組織

Mon.
14

Mar.

3月
14日
(月)

・大畠国交相より,住宅生産団体連合会
に対し, 概ね2ヶ月で少なくとも3万戸
の応急仮設住宅を供給できるよう要
請 [W:内閣府]

・財務省,確定申告の期限を延長。被災
者と計画停電実施で税務署に行けない
人を対象に [A]

・農水省,漁業経営セーフティーネット
構築事業の加入申込期限の延長につい
て通知。被災者については, 2011年度
内の随時加入が可能に [W:内閣府]

・農水省, 震災地域におけるJAS法の運
用について通知。震災地域で販売され
る飲食料品の表示について,当面, JAS
法に基づく行政措置の対象とせず [W:

内閣府]

・農水省,食料69万食と飲料水71万食を
岩手・宮城・福島3県へ発送したと発
表。食品会社から提供受ける [A]

・環境省災害廃棄物対策特別本部長,各
都市・関係団体に対し被災市町村の災
害廃棄物処理の協力を要請 [W:環境省]

・文科省, 「被災した児童・生徒は可能
な限り速やかに受け入れること」など
と各都道府県教育委員会に通知 [FP]
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・在庫不足が懸念される救援物資の提供が茨城県内外から
寄せられる [S]

・4月10日開催予定だった「第3回OSJ奥久慈トレイル50K」
(茨城県)は延期。主催者のOSJ奥久慈トレイルレース実行
委員会などが協議しあらためて日程を決定 [I]

・3月19日予定の水戸商工会議所東部ブロック協議会主催の
史跡巡りの会員交流イベント「城東の歴史を巡る散策」(茨
城県)の中止が決定 [I]

・古河総合公園(茨城県)で3月20日～4月5日に開催予定だっ
た古河桃まつりと古河公方行列などの関連イベントの中止
が決定 [I]

・3月21日～30日予定の「クールシュヴェール国際音楽アカ
デミーinかさま」(茨城県)の中止が決定 [I]

・茨城県大洗町のアクアワールド県大洗水族館は当分の間
休館 [I]

・茨城県の鹿島神宮参道で3月19日開催予定の「にぎわい門
前市」の中止が決定 [I]

・茨城県神栖市日川の日川浜で3月20日開催予定の「かみす
ビーチレース大会」の中止が決定 [I]

・茨城モンゴル友好協会が4月30日～5月4日に実施予定だっ
たモンゴルへの教育ボランティア派遣が中止 [I]

・茨城県神栖市,同市矢田部の矢田部サッカー場を当面の間
休業 [I]

・茨城県神栖市, 道路状況とガソリン不足のため, デマンド
タクシーを当面の間中止することを発表 [I]

・茨城県災害対策本部,県内への放射線量に異常なしと発表。
観測数値は毎時50ナノグレイ前後。平常値は毎時30から
50ナノグレイ [I]

・茨城県水戸市役所の窓口業務, 3月14日から本庁舎隣の市
民会館で再開 [I]

・茨城県水戸市の救急医療情報コントロールセンター, 24時
間対応で診療可能な病院を紹介 [I]

・JAグループ茨城,通帳・印鑑を紛失した被災組合員などに
対し, 10万円を限度に払い戻すと発表 [I]

・茨城県災害対策本部によると, 東京ガス日立支社管内で3
万4000世帯中3万世帯で供給停止。東部ガス供給停止して
いた土浦の7500世帯の一部で再開 [I]

・茨城県災害対策本部によると,美浦ガス・筑波学園ガス・
東京ガス常総・東部ガス茨城・同守谷が通常供給。東京ガ
ス日立・東部ガス南は順次復旧 [I]

・茨城県災害対策本部によると, 河川被害は国直轄河川が
175カ所で一部損壊, 県管理河川が涸沼などの堤防で一部
亀裂や損壊108カ所 [I]

・茨城県立県民文化センターとアクアワールド県大洗水族
館,しばらく休館と発表 [I]

・茨城県教育庁によると,県立水戸南高は通信制の入学願書
提出期限について当初の3月24日から29日に変更 [I]

・東電によると,茨城県内の停電世帯は茨城町400,大洗4400,
高萩9000, 東海村6400, 那珂3600, 常陸大宮12900, ひたち
なか8000, 水戸2300, 北茨城22500, 城里・鉾田各100未満,
大子9000,常陸太田6000,日立5500 [I]

・茨城県原子力対策課によると, 福島原発避難住民の受入
可能施設は,県有施設が霞ヶ浦総合公園大体育館や洞峰公
園,県西総合公園など13施設で3300人。県教育関係はさし
ま少年自然の家など7施設で2600人, 約40校の高校体育館
で4000人,古河・境・牛久・つくば・稲敷・かすみがうら・
五霞・利根の計8市町の公民館や体育館など34施設で4932
人。以上1万4832人受入可能 [I]

・中国:劉江永(清華大学現代国
際関係研究院副院長,人民日
報海外版特約論説員)の論説
「天災を前に苦難を分かち合
う中日」掲載 [RJ]

・チリ:政府防災当局, 津波被
害の報告をとりまとめ。沿
岸部の避難対象は63万人(現
地13日) [NK]

・ドイツ:メルケル首相, 国内
の17原発について検査を要
請。脱原発を検討 [BZ]

・ドイツ:当初12年間延期させ
ることを予定していた原発
運用について, 3ヶ月間の決
定猶予を設けると表明 [BZ]

・ドイツ:SPDと緑の党, ただ
ちに脱原発を主張 [BZ]

・フランス:サルコジ大統領,
与党議員に対し「脱原発は
論外」と発言 [A]

・フランス:ノートルダム寺院
で追悼ミサ(現地13日)。日
本の斎藤駐フランス大使や
在仏日本人, パリ市民ら約
3000人が参加 [NK]

・ヨーロッパ諸国の多くの大
使館, 相次ぐ余震と福島第1
原発事故をうけて,自国国民
の「帰国」を推進 [BZ]

・欧州株式市場では,ドイツ株
式指数が一時前日比1.9%下
落するなど,英独仏の株価指
数がそろって下落。保険株・
電力株が売られる [NK]

・世界銀行のゼーリック総裁,
菅首相に日本への支援をす
る用意があるとする書簡を
送る [A]

・赤十字国際委員会,無料安否
確認サイトを六カ国語に拡
充 [A]
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・茨城県立医療大,後期日程入試を行わないと発表。合否判
定はセンター試験と高校調査書で行う。合格発表は3月22
日午前11時 [I]

・がん患者や家族の不安解消に当たる茨城県がんピアサポー
ト,ひたち窓口を当面休止すると発表。つくば,かさま窓口
も3月25日まで休止 [I]

・筑波大と茨城大,後期日程入試の中止を決定。センター試
験結果と調査書に基づき合否判断。合格発表は茨城大が21
日,筑波大が後日決定 [I]

・午前ソニー,工業用接着剤などを生産する栃木県鹿沼市の
子会社工場などで午前中休業 [T]

・カゴメは,トマトジュースや野菜ジュースをつくる那須工
場(栃木県那須塩原市)で操業停止と発表 [A]

・栃木県, 計画停電実施をうけ, 県立の高校・特別支援学校
43校, 公立小中学校130校の休校を決定。同日朝になって
さらに増 [A]

・富士重工業,群馬製作所の全5工場(太田市など)を3月16日
まで操業停止すると発表。部品調達が困難で電力供給が不
透明なため。17日以降は今後決定 [J]

・三洋電機東京製作所(群馬県大泉町), 14日午前は稼働した
が,停電の連絡を受けたため午後に操業停止 [J]

・東洋水産関東工場(館林市), 14日午前は一部稼働したが,午
後には生産停止 [J]

・群馬県片品村,尾瀬国立公園を通じて交流ある福島県の被
災者を無償で受け入れると決定。必要な費用を専決処分で
予算化 [J]

・群馬県,東北地方支援に向け支援本部を立ち上げ。救援物
資や人的支援について受け入れ側自治体と調整した上で3
月15日から支援を本格化 [J]
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Tue.
15

Mar.

3月
15日
(火)

03:35 福島県沖を震源とす
る地震, M4.3,同県楢葉町
などで震度3 [Y]

15:56 茨城県北部を震源と
する地震, M4.6,同県日立
市などで震度3 [Y]

16:48 福島県沖を震源とす
る地震, M4.3,同県楢葉町
などで震度3 [Y]

22:31 静岡県東部を震源と
する地震, M6.4,同県富士
宮市で震度6強 [A]

22:38 福島県沖を震源とす
る地震, M5.6,宮城県利府
町と福島県田村市で震度
3 [Y]

23:00時点 死者4,851人, 安
否不明14,428人以上,避難
523,288人 [A]

09:00過ぎ日銀,金融機関へ
の5兆円の資金供給を発
表, 10時ごろに2兆円を追
加し, 7兆円に [A]

09:47東京株式市場で,日経
平均株価が6カ月ぶりに
9000円台を下回る [Y]

10:30 蓮舫・節電啓発担当
相が会見で節電の協力を
要請,「電力需要が供給を
超えた場合,いつブラック
アウトするかわからない」
[A]

11:00頃菅首相,官邸で「冷
静に行動を」と国民に要
請 [A]

11:51 東京外国為替市場の
円相場が一時, 前日午後5
時時点より89銭円高ドル
安の1ドル=81円20銭に上
昇 [A]

12:33 第10回緊急災害対策
本部会議 [W:官邸]

13:00頃日銀,金融機関への
資金供給を一気に13兆円
追加すると発表 [A]

13:10 東京株式市場で日経
平均株価が暴落。前日
終値より1392円86銭安い
8227円63銭に [A]

15:00頃 東京株式市場で日
経平均株価終値は前日比
1015円34銭(10.55%)安の
8605円15銭で, 下落率は
リーマン・ショック後の
2008年10月に続く歴代3
番目の大きさ [NK]

16:00 与謝野経済財政相が
記者団にコメント「日本
経済そのものは健全だし,
日本の経済の中枢は健全
に機能している」 [Y]

16:20 枝野官房長官が記者
会見,株式相場の暴落につ
いて「津波で我が国は大
きな打撃を受けているが,
基盤は全く揺らいでいな
い」 [Y]

16:21 菅首相が福島県の佐
藤知事と電話で会談。「県
民の不安や怒りは極限
に達している」と佐藤知
事 [ふくしまの30日]

・菅内閣,食料や飲料水など
支援物質の被災地への輸
送を自衛隊に一元管理さ
せることを緊急災害対策
本部で決定 [A]

・松本外相,パリでロシアの
ラブロフ外相と会談(現地
14日午後), ラブロフ外相
は追加支援の用意がある
と表明 [NK]

00:02 福島第1原発2号機で水を通
さないドライベントを数分実
施 [NK]

01:30 IAEA(国際原子力機関)の天
野之三弥事務局長,日本政府から
専門家の派遣要請を受けたこと
を明らかに [A]

04:00頃 菅首相, 東電の清水社長に
「撤退はあり得ない。合同で対策
本部をつくる」と通告 [メルトダ

ウン]

05:30管首相, 東電本社に乗り込み
福島第1原発での作業から撤退す
るなと罵声 [A]

05:35 東電本店に福島事故対策統
合連絡本部を設置 [NK]

06:10 福島第1原発2号機の圧力抑
制室で爆発音 [T]

06:14 福島第1原発内で大きな爆発
音。4号機の原子炉建屋5階屋根
の損傷を確認 [NK]

06:42枝野官房長官, 福島第1原発2
号機で格納容器につながる「圧力
抑制室」が損傷した可能性と説
明 [A]

08:30東電, 「福島第一原発から約
50人を残して作業員が避難した」
と会見で発表 [A]

09:38 福島第1原発4号機の建屋で
火災発生 [A]

10:20 福島第1原発3号機周辺で毎
時400ミリシーベルトの放射線量
を測定 [T]

11:00頃 菅首相, 福島第1原発の半
径20～30キロ圏内の住民に屋内
待避を要請 [NK]

11:00東電, 「4号機建屋5階屋根付
近で損傷, 4階での出火を確認。
自衛隊と米軍に協力要請中」と発
表 [A]

18:12 原子力安全・保安院が会見。
「4号機の建屋に穴が2ヶ所あいて
いたのを確認した」 [A]

・厚労省, 福島第1原発の作業員の
被曝線最上限について, 100ミリ
シーベルトから250ミリシーベル
トに引き上げることを認める [メ

ルトダウン]

・夜 海江田経産相, 原子炉等規制
法に基づき,福島第1原発4号機に
速やかに注水するよう東電に命
令 [NK]

・東電が警察庁に高圧放水車貸与
を依頼,警察庁は東電が放水作業
を担う前提で貸出しを決める [メ

ルトダウン]

・在日米軍, 福島第1原発事故への
対応を支援するために横須賀基
地等の消火ポンプ車2台を派遣,
東電側に引き渡す [メルトダウン]

07:00空自:北部航空方面隊が大槌トンネル付近地
上での消火活動を開始 [SDF]

07:10陸自:第5旅団司令部及び第5旅団司令部付部
隊が苫小牧東港に到着 [SDF]

07:13 空自:CH-47Jが消火活動開始(大槌トンネ
ル) [SDF]

09:47海自:UH-60Jにより厚木から長沼に飲料水1
トンを輸送 [SDF]

09:54 空自:北空第1派遣隊が折笠地区の消火活動
を開始 [SDF]

10:18海自:MCH-101により「はまな」から八戸に
糧食15トンを輸送 [SDF]

13:51海自:大湊地方総監部は海上保安庁と協力し,
八戸港の入港に係る港湾調査を実施 [SDF]

13:57 空自航空支援集団司令部(府中)が気仙沼で
の孤立者80名を空輸 [SDF]

14:02海自:「ぶんご」が牡鹿半島および田代島の
被災者への救援物資(牡鹿半島:糧食1800食・水
約1トン,田代島:糧食180食)を輸送 [SDF]

14:30海自:SH-60Jにより三沢から久慈に糧食50食
分を輸送 [SDF]

16:08 海自:2空群が八戸基地避難中の小中学生に
対する登下校支援(根木小4名多賀小1名市川中3
名)。16日～19日にかけ基地隊車両で輸送 [SDF]

16:20空自:CH-47J×1機が消火活動を終了(天候悪
化のため) [SDF]

17:15海自:「はしだて」 , 漁船からの救援物資の
要請に対し物品を提供 (ガソリン8リットル, 米
50キロ) [SDF]

18:37空自:原発給水部隊が福島県庁に到着 [SDF]

22:06 空自:第2輸送航空隊C-1×1機(入間)が非常
糧食(カップ麺)を花巻に4200個,福島に1500個輸
送 [SDF]

22:19 空自:第2輸送航空隊C-1×1機(入間)が消火
バケット輸送のため百里に向け名古屋発 [SDF]

22:20原子力:中央特殊武器防護隊15名が福島県立
医大病院に除染所を設置 [SDF]

・空自:航空支援集団(府中)のヘリ, 15日を通して
石巻市で187名, 東松島市で8名の孤立者等を空
輸 [SDF]

・米国防省, トモ
ダチ作戦と名付
けた震災救援活
動を拡大し, 新
たに5隻の艦船
を派遣し13隻体
制で支援に当
たることを明
らかに(現地14
日) [NK]

・在日米軍の強襲
揚陸艦が陸自北
部方面隊の隊員
と車両を北海道
から青森に向け
輸送。米軍艦艇
が訓練を除き日
本国内で自衛隊
員を輸送するの
は初 [NK]

・日米間の調整
により米軍の
前方活動拠点
(FARP)が 山 形
空港に決定 [A]

・米海軍第7艦隊,
被災地支援のた
め本州の太平洋
に向かっていた
揚陸艦エセック
スなど3隻の行
き先を変更した
と発表 [NK]

・米海軍第7艦隊
広報, 東北沖の
米艦船が15日ま
でに水や食料25
トンを被災地
に届けたと発
表 [A]

・米エネルギー省,
福島第1原発事
故対応のため,
34人の専門家と
7.7トンの支援
機材を日本に送
ると発表 [A]

・米原子力規制委
員会,福島第1原
発支援に専門家
9名を派遣と発
表 [メルトダウン]

・米シンクタン
クの科学国際
安全保障研究所
(ISIS), 福島第1
原発事故に関
して, 国際原子
力事象評価尺
度の「レベル6
に近づきつつあ
る」との見解を
提示 [NK]

01:00 国交省, 「電力を優先的に供給し
てもらうことで, 鉄道事業者と東電が
合意した」と発表 [震災と鉄道全記録]

05:31 JR男鹿線が全線で運行再開 [震災と

鉄道全記録]

08:56 東北新幹線, 東京―那須塩原間で
運転再開 [ふくしまの30日]

11:00頃 JX日鉱日石エネルギー仙台製
油所, 消火活動開始 [W: JX日鉱日石エネ

ルギー]

13:00茨城港の常陸那珂港区中央埠頭地
区の比較的被害が軽微なA岸壁, 供用
開始 [W:関東地方整備局]

14:30頃 JX日鉱日石エネルギー仙台製油
所,鎮火 [W: JX日鉱日石エネルギー]

16:03 JR津軽線が全線で運行再開 [震災と

鉄道全記録]

17:00頃国道398号・国道108号が国道45
号まで通行可能に [W:国交省]

17:00頃国道115号・国道459号・国道49
号・国道289号, 国道6号まで通行可能
に [W:国交省]

18:00 釜石港の須賀地区岸壁が一部復
旧。船舶を限定し供用開始 [W:港湾局・

海上保安庁]

22:31 東海道新幹線, 静岡県東部での震
度6強の地震により運転見合わせ [震災

と鉄道全記録]

・JR東日本,震災で発生した被害額の一
部を地震保険で補うことが判明 [NK]

・京成バス, 15日からほぼすべての路線
バスで休日用ダイヤに変更。空港発着
便なども一部路線を運休 [NK]

・秋北バス・岩手県北バス・岩手県交通,
盛岡-大館間で運行再開 [W:国交省]

・国交省,航空会社に対して福島第1原発
半径30キロ以内の上空を高度にかかわ
らず飛行しないよう通知 [NK]

・国交省,航空各社が15日に計48便の国
内線臨時便を運航することを発表。仙
台空港と花巻空港の定期旅客便の運定
停止に対応して [NK]

・国交省,福島原発沖における船舶の航
行について通知。福島原発沖の避難区
域が沿海区域を越える場合, 沿海区域
を超えて航行することができない船舶
も沿海区域を越えて航行することを容
認 [W:内閣府]

・東電,被災した世帯に対して,電力料金
の支払期日延期などの特例措置をとる
と発表 [A]

・東北電力,計画停電の実施予定を発表。
被災地域を除き,秋田・山形・新潟・青
森の全域または一部で実施 [NK]

・国交省,節電対策で実施している国道
の消灯について対象を北海道, 被災路
線以外の東北地方,静岡,新潟両県に拡
大すると発表 [NK]

・JX日鉱日石エネルギー, 青森油槽所・
盛岡油槽所・秋田油槽所・郡山油槽所
(在庫のみ)から出荷再開 [W: JX日鉱日石

エネルギー]

・コスモ石油, 青森油槽所・秋田油槽
所・盛岡油槽所(在庫のみ)から出荷再
開 [W:コスモ石油]

09:00 みずほ銀行, 全国全ての窓口で銀
行間の送金取引をするシステムが故
障 [A]

12:00 日立電子サービス, 東北地方に技
術者を派遣。各地から52人 [NK]

13:00時点 ローソン, 東北6県にある806
店のうち696店で営業 [A]

・キャノン,大分キャノンの操業を16日
から3日間停止することを決定 [NK]

・住友金属工業,地震後初めて鹿島製鉄
所から鋼材を出荷 [NK]

・京セラ, PHS端末などを生産する福島
棚倉工場(棚倉町)の一部と半導体材料
を生産する京セラケミカル川口工場・
川崎工場で操業を再開 [NK]

・日立製作所, 日立事業所で電力復旧。
調査を本格化 [NK]

・ヤマハ発動機, 静岡県内の9工場を地
震発生後も15日まで操業継続していた
が, 16・17日の操業停止を決定。部品
の在庫がなくなったため [NK]

・森永製菓, 小山工場(栃木県小山市)の
設備の一部が損傷したと発表 [A]

・昼時点 ファミリーマート, 東北6県の
585店のうち504店が営業中 [A]

・セブンイレブン・ジャパン, 3月15日
正午までに東北地方の約920店のうち
500店以上が営業していることを確
認 [A]

・三井住友銀行, 節電のため3月22日か
ら首都圏の一部支店でATMを原則停
止し,出張所ATMも平日の稼働時間を
午後6時までに短縮すると発表 [A]

・群馬銀行, 節電・計画停電をうけて店
舗外ATM約220箇所を休止 [NK]

・生命保険協会,被災者や契約者への災
害関係の特約の保険金や給付金の全額
支払いを決定 [NK]

・財務省,記名国債を滅失または紛失し
た場合の償還金の支払いの特例につい
て事務連絡。現物を滅失・紛失しても,
既に償還日の到来した償還金について
は, 支払未済と確認でき次第速や支払
われることに [W:内閣府]

・財務省,個人向け国債の中途換金を請
求する場合の手続の特例に関する省令
を制定。罹災証明書等がなくても中途
換金が可能に [W:内閣府]

・大阪府と大阪の経済団体,大阪に移転
を検討する事業者のための経営相談窓
口を設置 [A]

・経済同友会が震災対応に関する緊急提
言。計画停電は「国民生活や経済活動
に大きな混乱を及ぼしかねない」とし,
企業を中心に一定期間の電力使用量を
抑制する総量規制導入を要請 [NK]

・日本経団連, 2012年の新卒採用につい
て「被災,影響を受けた学生に配慮し,
可能な範囲で最大限の対応を」と理事
会で会員企業に要請 [NK]

・サークルKサンクス, 3月15日までに東
北の約400店に向け愛知県から約10万
本のペットボトル飲料,即席めん,菓子
を輸送開始 [NK]

17:18 日本地理学会, 「東北地方太平
洋沖・日本地理学会災害対応本部」
専用WPを開設 [地理; 6月号]

・日本地震工学会・日本建築学会・地
盤工学会・日本機械学会・土木学会
の5学会からなる「東北地方太平洋
沖地震被害調査連絡会」設立 [W: 土

木学会]

・日本建築士事務所協会連合会,理事・
幹事および単位会会長宛てに「東日
本大震災に関する当面の方針につい
て(お願い)」を発信 [W:日本建築士事務

所協会連合会]

・日本都市計画学会,会長メッセージ
を発表 [W:日本都市計画学会]

・建設コンサルタンツ協会中国支部,
災害対策支部を設置 [W: 建設コンサル

タンツ協会]

・日本下水道協会,国交省東北地方整
備局内に設置された「下水道現地支
援本部」の事務局として復旧支援に
係る調整や被害状況取りまとめに着
手。現地に2名の職員を派遣 [W:日本

下水道協会]

・全国上下水道コンサルタント協会,
会員企業の協力をえて, 国交省東北
地方整備局内に設置された「下水道
現地支援本部」に要員1名を交代制
で派遣。関東地方整備局内設置の
「下水道現地支援本部」にも要員1名
を交代で派遣 [W:全国上下水道コンサル

タント協会]

・日本下水道協会,宮城県・仙台市と
それぞれ打ち合わせ。下水道の被害
状況についてヒアリング [W:日本下水

道協会]

・都市再生機構, 第2次派遣調査隊を
仙台に派遣 [W: UR]

・成年後見センター・リーガルサポー
ト, 災害対策本部を設置 [W: 成年後見

センター・リーガルサポート]

‐日本弁理士会,震災用特別相談窓口
を開設。被災者を対象に無料相談を
実施 [W:日本弁理士会]

・日本医師会会長,「東北地方太平洋
沖地震における日本医師会災害医療
チーム(JMAT)派遣についてのお願
い」を43都道府研医師会長宛てに発
出 [W:日本医師会]

・日本医師会, 災害医療チームを岩
手・宮城・福島・茨城に派遣したと
発表 [A]

・日本薬剤師会, 支援薬剤師派遣等
について日本病院薬剤師会と打ち
合わせ。また, ヨウ素製剤等に係る
チェーンメール・掲示板での虚偽情
報に対する注意喚起をホームページ
に掲載 [W:日本薬剤師会]

・日本心理臨床学会の支援活動委員
会, 「東北地方太平洋沖地震と心の
ケア」をWeb上に開設 [W: 日本心理臨

床学会]
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18:30たんぽぽ舎,緊急集会
を開催。震災と原発事故
に関連して [W:たんぽぽ舎]

19:00原子力資料情報室,外
国人特派員協会で記者会
見。ustreamで配信 [W: 原

子力資料情報室]

22:40 NPO法人・アトピッ
子地球の子ネットワーク,
宮城県への搬入物資第一
便の到着を発表 [W: アト

ピッ子地球の子ネットワーク]

・認定NPO法人難民支援協
会,クルド難民が多く住む
埼玉県川口市で家庭訪問
を実施 [W:難民支援協会]

・特定非営利活動法人JEN,
仙台を拠点に支援活動を
開始 [B:ジェン支援速報]

・セーブ・ザ・チルドレン,
少なくとも10万人もの子
どもが家を失ったと発
表 [BZ]

・公益社団法人シャンティ
国際ボランティア会, 被
災地にスタッフ2名を派
遣 [W: シャンティ国際ボラン

ティア会]

・幼い難民を考える会,緊急
救援募金の開始を発表 [W:

JANIC]

・NPO法人・ゆめ風基金(障
害者支援の基金), 震災を
うけブログを開設。被災
障害者や高齢者の支援を
発表 [B:ゆめ風基金]

・NPO法人・難民を助ける
会, 仙台市の避難所へ職
員2人を派遣し, 紙おむつ
400個, カイロ800個, 生理
用品100個を届ける [A]

・AMDA, 仙台市へ医師や
看護師ら21人を派遣。医
薬品や消毒薬・食料など
も現地に届き,巡回診療を
本格化 [A]

・神戸学生・青年センター,
恒例の春の古本市を開催。
売上を被災留学生・就学生
支援に。5月15日まで [W:

立教大学共生社会研究センター]

・日本赤十字社,同社の「防
災ボランティア」経験を持
つ2万7800人を対象にボ
ランティア募集を開始 [A]

・中央共同募金会,支援活動
にあたるボランティア団
体やNPO向けの募金受付
を開始と発表 [NK]

・日本生活協同組合連合会,
3月15日までに水やカッ
プ麺など130万点を被災
した7県に届けた [A]

05:50 北茨城市で放射線量
が上昇。通常値の約110
倍(5.575マイクロシーベ
ルト) [メルトダウン]

18:20飯舘村の放射線量,毎
時44.7マイクロシーベル
トの最高値を記録 [A]

18:40福島市の放射線量,毎
時24.24マイクロシーベル
トを記録 [A]

19:00原子力資料情報室,外
国人特派員協会で記者会
見。ustreamで配信 [W: 原

子力資料情報室]

・午前 福島第1原発の事故
で飛散した放射性物質,全
国各地で観測 [A]

・夜 浪江町の放射線量, 毎
時195～330マイクロシー
ベルトを観測 [A]

・福島県の災害対策本部,県
内すべての避難所で, 被
災・避難所が被曝したか
どうかを調べるスクリー
ニング開始 [A]

・福島県, 放射線の被曝線
量を調べる検査所を増や
し, 田村市や二本松市な
ど6カ所に検査チームが常
駐 [NK]

・福島県三春町, 40歳未満の
住民約7300人を対象に被
ばくによる甲状腺がん予
防に効果があるとされる
安定ヨウ素剤を配布 [NK]

・関東1都6県で大気中の
放射線量が通常の7～110
倍。気象庁「15日は関東
を含む内陸に向かって風」
[メルトダウン]

・深夜 茨城県, 北茨城市と
常陸太田市の県境に避難
者のスクリーニング場所
を設置 [A]

・群馬県,衛生環境研究所が
測定する放射線量を1時間
ごとに公表開始 [NK]

・栃木県,宇都宮市の県保健
環境センターのモニタリ
ングポストで放射線量が
通常の30倍以上に達した
と発表 [S]

・東京都, 3月15日朝の測定
で都内の大気中の浮遊物
からヨウ素やセシウムを
微量ながら検出したと発
表 [NK]

・神奈川県内, 通常の8倍
程度の放射線量を測定。
福島第1原発の事故の影
響 [KS]

・新潟市,福島第1原発20キ
ロ圏からの避難者につい
て,検査後の受け入れると
決定 [A]

・日本アイスホッケー連盟,
4月の世界選手権(男子シ
ニア, 男子U18)への派遣
を見送ると決定 [A]

・男子バスケットボールの
日本リーグ(JBL), 全試合
の中止を決定 [A]

・ハンドボールの日本リー
グ機構,プレーオフの中止
を決定 [A]

・栃木県ツインリンクもて
ぎで4月23・24日に開催予
定のオートバイ世界選手
権シリーズ,日本グランプ
リが延期と判明 [A]

・千葉市QVCマリンで予定
されていた日本ハム対ロ
ッテの合同練習,放射能汚
染の影響に考慮した両球
団の協議で中止 [NS]

・サッカーJ1鹿島,無期限の
活動中止を発表 [A]

・日本サッカー協会, 日本
代表チームが予定してい
る3月25日のモンテネグ
ロ戦(静岡・エコパ)と29日
のニュージーランド戦(東
京・国立)の二つの国際親
善試合を中止する方針を
決定 [A]

・JRA, 3月末までの中山競
馬の開催中止を発表 [NS]

・東京コレクションを中核
とする第12回JFW(東京発
日本ファッション・ウィー
ク),開催中止との報道 [A]

・ホテル東京,予定されてい
た企業の宴会18件のうち
13件が中止 [NK]

・旭化成, 3月15日に都内で
開催予定だった水着素材
とキャンペーンモデルの
発表会を中止 [A]

・大手レコード会社のエ
イベックス・ユニバーサ
ルミュージック・ソニー
ミュージックなど, 3月に
発売予定だったCD・DVD
の発売延期を発表 [NS]

・ジャニーズ事務所, 3月
末まで予定していたコン
サートをすべて中止する
と発表 [NS]

・日本体育大学,節電協力の
ため部活動を全面的に休
止 [NK]

・一橋大学,後期日程の入試
を中止 [A]

・劇作家・演出家・俳優の野
田秀樹,地震発生で休止し
ていたNODA・MAP「南
へ」の公演を5日ぶりに再
開。東京芸術劇場にて [A]

・吉本興業,都内5劇場のう
ち3劇場が再開 [NS]

00:20茨城県北茨城市役所のモニタリングポスト,測定値が
上昇し始める [I]

01:00過ぎ東京都港区,予備費から1億円を拠出して被災地に
支援物資・支援金を送ることを決定。第一弾として15日午
前1時すぎ, 500ミリリットル入りミネラルウオーター1万
6000本, 毛布2000枚, 組み立て式トイレ49台を福島県いわ
き市に届けた [A]

05:50茨城県北茨城市役所のモニタリングポスト,最大の5.6
マイクロシーベルトを測定。胸部レントゲン時の10分の1
の値で,健康に影響なし [I]

07:00東電,神奈川・栃木・群馬・埼玉の4県の一部地域で計
画停電を実施 [A]

07:50東電の計画停電で,茨城県は3月15日以降,停電実施の
対象から外れると,県災害対策本部が発表 [I]

・朝首都圏の鉄道,主要区間で平常の2～7割まで本数を増や
して運転。大きな混雑なし [A]

・練馬区, 区内5路線のコミュニティバスの2路線を3月15日
から, 3路線を16日から運休 [NK]

・警視庁, 計画停電の実施に伴い, センターラインの位置を
時間帯によって変更する「リバーシブルレーン」の電光表
示装置の運用を終日停止 [A]

・首都圏の企業, 交通網の混乱ぶりを見越して, 社員の自宅
待機や早期退社を認める動きを拡大 [A]

・東京都小金井市,給食提供を中止 [NK]

・東京築地市場,入荷量少ない状態続く [NK]

・東京都, 3月15日朝の測定で都内の大気中の浮遊物からヨ
ウ素やセシウムを微量ながら検出したと発表 [NK]

・東京都,震災で被害を受けた都内の中小企業向けに負担の
軽い融資制度を創設 [A]

・東京都議会, 岩手・宮城・福島3県に対し都議全員から義
援金を募り, 各県に100万ずつ計300万円を寄付すると決
定 [A]

・新社会党東京・北総支部が募金活動を開始 [W:新社会党]

・三井住友銀行, 節電のため3月22日から首都圏の一部支店
でATMを原則停止し, 出張所ATMも平日の稼働時間を午
後6時までに短縮すると発表 [A]

・JR東日本, 首都圏での鉄道運行状況が3月16日から改善の
見通し。山手線や京浜東北線で通常通りの運転に戻るほ
か,中央線快速で95%,横浜線で50%の本数 [A]

・東京メトロ, 3月16日から運行状況改善の見通し。銀座・
丸ノ内・南北の各線で通常運転に戻り,その他の路線も2割
減にとどまる見込み [A]

・都営地下鉄, 3月16日から運行状況改善の見通し。浅草線
だけ2割減,他の路線は通常運転 [A]

・バーレーンとアンゴラ両大使館,閉鎖 [A]

・オーストリア大使館(東京都港区),福島第1原発事故を受け
事実上閉鎖。3月16日から大使館機能を大阪市内の総領事
館に移すことが決定 [NK]

・神奈川県内,通常の8倍程度の放射線量を測定。福島第1原
発の事故の影響 [KS]

・東日本大震災により, 神奈川県内の中小企業などの約3割
で業務に支障。県実施のアンケートで判明 [KS]

・横浜中央市場本場(神奈川県)の卸値は, ジャガイモや玉ネ
ギが地震前と比べ下値で2割上昇。日持ちが難しい生鮮魚
の売れ行き鈍る [KS]

・コープかながわ, 東日本大震災の被災地支援のため, 全店
舗と宅配事業(おうちCO-OP)で緊急募金を開始 [KS]

・神奈川県相模原市, 「銀河連邦」の事業で交流がある岩
手県大船渡市に,市アマチュア無線クラブに所属するアマ
チュア無線技士の職員2人を派遣 [KS]

・神奈川県座間市,都市間交流を続けている福島県須賀川市
に,ペットボトル入りの水,一度炊いて乾燥させたアルファ
米,毛布などの支援物資を届ける [KS]

04:00 福島県の放射線常時調査では, いわ
き市で通常の約470倍の毎時23.72マイク
ロシーベルトを検出。3月14日の3号機水
蒸気爆発や2号機のベントの影響 [FP]

18:20 飯舘村の放射線量, 毎時44.7マイク
ロシーベルトの最高値を記録 [A]

18:40福島市の放射線量,毎時24.24マイク
ロシーベルトを記録 [A]

・福島県の佐藤知事, 管首相と電話会談し
福島県外の避難先を確保するよう要請。
県外の避難者に対する被爆状況の検査や
移送の支援も要求 [A]

・福島県, 放射線の被曝線量を調べる検査
所を増やし,田村市や二本松市など6カ所
に検査チームが常駐 [NK]

・福島県, 医療機関関連・疾病関連・医薬
品関連の各相談窓口開設との報道 [A]

・福島県三春町, 40歳未満の住民約7300人
を対象に被ばくによる甲状腺がん予防に
効果があるとされる安定ヨウ素剤を配
布 [NK]

・福島県浪江町の町役場, 福島県二本松市
に再移転 [NK]

・南相馬市は国の要請を受け, 庁舎内の換
気扇を止め外気を遮断。広報車で市内に
周知。相馬市相馬東高,飯舘村臼石小,伊
達市役所を避難所に指定 [FP]

・原発から20～30キロ圏に出された屋内
退避の指示を受け, 陸上自衛隊は南相馬
市で予定していた行方不明者の捜索を中
止。相馬市でも同様に中断 [FP]

・福島市は3月15日,市内北部と中西部の一
部地域で給水を再開したが, 中心部への
配水は難航 [FP]

・福島県と福島県警, 避難指示が出ていた
大熊町内の入院患者や高齢者約450人を
圏内の避難所や病院に避難させた [FP]

・二本松市, 浪江町津島地区周辺にいる避
難者ら約8,000人の受け入れを決め,市内
の旧小学校や体育施設など計25ヵ所で受
け入れを開始 [FP]

・相双地区からの避難者が増加する伊達市
で, 福島市が伊達市の避難所になってい
ない学校を紹介するなど連絡系統が徹底
せず,受け入れ体制が混乱 [FP]

・福島県は被災した住民のために14,000戸
の仮設住宅を建設する。須賀川や相馬,
新地などの市町村から要請があり決定。
3月15日から国交省との協議に入る [FP]

・福島市で災害ボランティアが活動を開
始。3月15日は約50人が市内各所の避難
所で被災者支援にあたった [FP]

・会津若松市商工会議所が災害対策支援窓
口を設置。会員事業所に対し, 毛布・食
料等の物資支援,ホテルなどの割引,ボラ
ンティア等の人的支援を要請 [FP]

・自主的に被災者の無料受け入れを3月13
日から開始した東山温泉のくつろぎの宿
で, 15日時点で避難者は約1,000人 [FP]

‐福島県は県営や市町村営住宅のうち空き
家約2,300戸を被災者に開放する。老朽
化などを調査した上で必要な補修をした
上で被災者を受け入れる [FP]

・海上保安庁による捜索が開
始。全国の管区から30人前
後の潜水士を投入。岩手県
から福島県にかけての漁港
内や湾内で4～5カ所に分か
れて捜索 [A]

・警察庁,岩手・宮城両県の遺
体安置場所を発表との報道。
岩手16か所, 宮城9か所の計
25か所 [A]

・宮城県警, 宮城県内の死者
数が1337人になったと発表。
県内の死者, 1000人を超え
る [K]

・宮城県,収容が進む遺体につ
いて,火葬への協力を全国知
事会通して各都道府県に要
請したとの報道。火葬が待
てない状態の南三陸町では,
身元確認が終わり次第土葬
する方針 [K]

・宮城県議会2月定例会, 本会
議を開催。当面の救助活動
に充てる予備費200億円を
盛り込んだ補正予算案を可
決 [K]

・宮城県, 福島第1原発事故を
うけ, 部横断の連絡会議を
設置。県南部を中心に放射
線量のモニタリングを連日
行い, 広報活動に取り組む。
3月16日には相談窓口も開
設 [K]

・宮城県, 4月1日付の職員定期
人事異動を凍結する方向で
調整。救助・復旧作業を最優
先とするため。仙台市も異
動を延期する方向で調整 [K]

・村井県知事,仙台港地区の石
油コンビナート火災の鎮火
をうけ,コンビナート内の重
軽油やガソリンについて,石
油会社の協力を得て県内へ
の配分を重点化する方針 [K]

・宮城県教育委員会が3月22日
以降に延期した2011年度公
立高校一般入試の合格日,決
定の見通し立たずとの報道。
各校に採点データの有無を
照会中 [K]

・仙台市議会2月定例会, 本会
議を開催。総額4411億円の
2011年度予算案, 2011年度
に始まる基本構想と基本
計画の議決を求める議案等
計63件を原案通り可決し閉
会 [K]

・仙台市,被災した民間建築物
に対する応急危険度判定を
本格化,との報道 [K]

・被災者支援のため兵庫県神
戸市が派遣した職員53名,仙
台市入り [K]

10:40岩手県大槌町では,被災
した民家から70歳の女性が
救助される [A]

17:00頃 県道19号(一関-陸前
高田),国道343号・340号,市
道高畑相川線経由で国道45
具まで通行可能に [W:国交省]

18:00岩手県警の午後6時時点
の集計によると, 県内の死
者は1193人と1000人を超え
た。行方不明者も3318人 [W:

岩手日報]

・警察庁,岩手・宮城両県の遺
体安置場所を発表との報道。
岩手16か所, 宮城9か所の計
25か所 [A]

・海上保安庁による捜索が開
始。全国の管区から30人前
後の潜水士を投入。岩手県
から福島県にかけての漁港
内や湾内で4～5カ所に分か
れて捜索 [A]

・岩手医科大附属病院, 医療
チームを結成。被災地の避
難所を巡回 [A]

・厚労省,医療用酸素ボンベ約
300本を宮城・岩手両県に搬
送 [A]

・国道45号(大槌町吉里吉里地
区),啓開作業により2車線で
交通路が確保される [W:東北

地方整備局]

・岩手県議会2月定例会, 本会
議を開催。総額6815億円の
2011年度予算案など41議案
を可決し閉会 [K]

・岩手県の試算によると, 3月
15日現在,東日本大震災の被
災者の仮設住宅は,県内で少
なくとも約8000戸が必要で
あると判明 [W:岩手日報]

・岩手県環境保全課によると,
盛岡市の県環境保健研究セ
ンターで13時～14時に測定
した空間線量は毎時14ナノ
グレイ。現時点で急激な数
値上昇はみられず [IN]

・大槌町では,加藤町長や町課
長職員7人の安否が不明のま
ま,震災で中断されていた町
議会3月定例会を再開 [K]

・大船渡市,遺体安置所が足り
なくなり, 3カ所増やして計
10カ所に [K]

・岩手大学,後期試験(3月19日
へ延期済み)の中止を決定と
の報道 [A]

・連邦公開市場委員会(FOMC)
の委員ら,東日本大震災の経
済への影響を, 世界経済を
下振れさせうるリスクと指
摘 [A]

・米通信大手のAT&Tとベラ
イゾン・ワイヤレス, アメ
リカから日本への国際電話
を一定期間無料にすると発
表 [NK]

03:04 韓国:政府, 日本産生鮮
食品を輸入する際に放射能
検査を実施 [CI]

10:00時点 中国:各地の商務主
管部門と中国対外請負プロ
ジェクト商会,対外労務協力
企業を通じ在日中国系企業
の職員2万2155人と連絡がつ
く。261人の連絡とれず [RJ]

13:22 台湾:東京都の放射線量
が一時に基準値の20倍を超
えたことをうけ,外交部は東
京都を含む関東地方への旅
行について「黄色警戒区域」
に指定 [LT]

20:00 インドネシア:宮城県な
どに住むインドネシア人94
人を乗せたガルーダ航空便,
ジャカルタに到着 [A]

20:22 台湾:外交部, 東京都を
含む関東地方への旅行につ
いて「紅色警戒区域」に指
定 [LT]

・アメリカ:格付け会社ムー
ディーズ・インベスター・
サービス,震災による日本と
海外の保険会社への損失が
多大で,格付けにマイナスの
影響を与えるとの見通しを
発表(現地3月14日) [NK]

・アメリカ:通信大手のAT&T
とベライゾン・ワイヤレス,
アメリカから日本への国際
電話を一定期間無料にする
と発表 [NK]

・アメリカ:ニューヨークタイ
ムズ電子版, 「フクシマ50」
の記事を東京発で掲載 [A]

・アメリカ:連邦公開市場委員
会(FOMC)の委員ら, 東日本
大震災の経済への影響を,世
界経済を下振れさせうるリ
スクと指摘 [A]

・アンゴラ大使館,閉鎖 [A]

・インド:保険・家族福祉省,日
本からの輸入食品について
サンプル検査を実施すると
通達 [NK]

・オーストリア大使館(東京
都港区), 福島第1原発事故
を受け事実上閉鎖。3月16日
から大使館機能を大阪市内
の総領事館に移すことが決
定 [NK]

Tue.
15

Mar.

3月
15日
(火)
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全般 国/政治経済 原発/東電 自衛隊 米軍/米国 基礎的インフラ 生活/生産の基盤 学界/専門家組織

Tue.
15

Mar.

3月
15日
(火)

・パリ訪問中の松本外相,米
国のクリントン国務長官
と約40分間会談 [A]

・鹿野農水相が閣議後の会
見で,食料品全体の供給は
十分確保されているとし
て,国民に冷静な対応を呼
びかける [NK]

・与野党幹事長と国会対策
委員長が会談。震災に関
する情報共有や意見交換
のために「各党・政府震災
対策合同会議」を発足さ
せることを決定。16日に
第1回会合 [A]

・昼 自民党, 震災対策の提
言をとりまとめ [NK]

・外務省で原発事故に関す
る大使館向け説明会(非公
開)が開催。60カ国120人
が出席 [A]

・日銀,即日供給オペ8兆円
分, 金利入札方式オペ10
兆円分, 国債現先オペ2兆
円を実施 [NK]

・東証第1部に上場する銘柄
全体の時価総額は264兆6
千億円, 11日からの2日間
で51兆5千億円減 [NK]

・外国為替市場で円相場が
上昇。ニューヨーク市場
では一時1ドル=80円台後
半の円高水準 [A]

・東京債券市場で国債を
買う動きが広まり, 債券
価格が上昇。新発10年物
国債の流通利回りは前日
終値より0.015%幅高い年
1.215% [A]

・ニューヨーク株式相場
は大幅に続落。ダウ平
均株価30種平均は前日比
137ドル74セント安の1万
1855ドル42セントで, 約1
カ月ぶりの安値 [NK]

・ニューヨーク市場で原油
先物市場が急落 [NK]

・天皇・皇后, 「自主停電」
を開始 [皇室; 50]

・米ゼネラル・エレクトリックの
ジェフ・イメルト会長兼最高経営
責任者, 福島第1原発事故につい
てあらゆる技術支援を顧客であ
る東京電力と日本政府に提供す
ると表明(現地14日) [NK]

・東京株式市場で東電株に売り
注文が集中。取引未成立のまま
ストップ安に。前日比400円安の
1221円 [NK]

・三菱商事,海外からLNGの緊急調達に
乗り出すことを表明 [NK]

・ファミリーマート,北海道から青森県
の店舗向けに菓子パンの配送に着手。
3月16日から1日5千個ペースで供給す
る計画 [NK]

・厚労省, 医療用酸素ボンベ約300本を
宮城・岩手両県に搬送 [A]

・厚労省,医療用麻薬の県境移動の取り
扱いについて事務連絡。譲渡手続を簡
素化。事前に電話連絡をした上で, 譲
渡後に許可申請書を提出することも可
能に [W:内閣府]

・厚労省,保険医療機関等の建物が全半
壊した場合や, 保険診療上必要な施設
基準を満たさなくなった場合等の保
険上の取扱いの特例について事務連
絡 [W:内閣府]

・厚労省,救援物資の取り扱いについて
事務連絡。救援物資に該当する食品等
については, 食品衛生法第27条に係る
届出を要しない [W:内閣府]

・厚労省,障害者雇用納付金の納付期限
等の延長及び納付の猶予について通
知 [W:内閣府]

・厚労省が,児童福祉士や児童心理士,保
育士らの派遣を震災被害を受けていな
い都道府県に要請 [A]

・厚労省,介護職員等の不足する被災県
の社会福祉施設等への職員派遣を都道
府県等に依頼 [W:厚労省]

・厚労省,計画停電に使用者責任はなく,
計画停電の時間帯は労働基準法の定め
る休業手当を原則として支払う必要は
ないことを通達 [A]

・経産省,日本自動車工業会や日本スー
パマーケット協会など全国の業界団体
(約690団体)に省エネへの対応を文書
で要請 [A]

・農水省,獣医師免許申請手続きに必要
な書類が入手できない方への対応につ
いて事務連絡。戸籍謄本の提出を約束
する申立書の提出を認める [W:内閣府]

・法務省,成田空港に出入国関係の相談
カウンターを設置。一時帰国を希望す
る外国人の相談に対応 [W:内閣府]

・夜警察庁,遺体について調査後速やか
な引き渡しを指示。身元確認は最小限
に [A]

・警察庁, 岩手・宮城両県の遺体安置場
所を発表との報道。岩手16か所, 宮城
9か所の計25か所 [A]

・警察庁,交通規制路線を通行できる輸
送トラックの対象を拡大 [NK]

・水戸地裁, 3月16日予定の布川事件再審
判決公判期日延期を発表,との報道 [A]

・福島地検いわき支部,いわき市内の警
察署に拘留中の容疑者十数人を処分保
留で釈放 [Y]

‐臨床発達心理士会と日本発達心理
学会, 「東日本大震災支援プロジェ
クトサイト」を立ち上げ [W:臨床発達

心理士会]

・日本栄養士会,東北地方太平洋沖地
震緊急対策本部を立ち上げ。また
ホームページに「東北地方太平洋沖
地震への対応」コーナーを設置 [W:

日本栄養士会]

・放射線医療総合研究所, 「一般的
な除染の方法(水が利用できない方
へ)」および「一般的な除染の方法
(水が利用できる方へ)」を公表 [W:

放射線医療総合研究所]

・日本臨床腫瘍学会,がん薬物療法専
門医を中心に診療可能な医師がい
る施設と,受け入れ可能な診療範囲,
連絡医師のリストを作成したことを
公表 [W:日本臨床腫瘍学会]

・産業技術総合研究所つくばセンター,
敷地内で行った放射性核種の測定結
果の公表を開始 [W:産業技術総合研究所]

・野村総合研究所,社長直轄の「震災
復興支援プロジェクト」発足 [W: 野

村総合研究所]

・NPO法人・宮城歴史資料保全ネッ
トワーク, 震災についての声明を発
表 [W:宮城歴史資料保全ネットワーク]

・NPO法人・宮城資歴史資料保全ネッ
トワーク, 仙台市博物館市史編纂室
や仙台市教育委員会文化財保護課と
協働して保全活動にあたる旨を合
意 [W:宮城歴史資料保全ネットワーク]
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市民社会 原発事故の影響 文化/風俗/メディア 東京圏/計画停電 福島県 宮城県 岩手県 海外動向

・全国地域婦人団体連絡協
議会,岩手・宮城・福島へ
同団体基金から100万円
の送金を発表 [W:全地婦連]

・宮城県災害ボランティア
センター設置 [B:全社協被災

地支援・災害ボランティア情報]

・仙台市宮野区災害ボラン
ティアセンター設置 [B:全

社協被災地支援・災害ボランティ

ア情報]

・仙台市災害ボランティア
センター設置 [B:全社協被災

地支援・災害ボランティア情報]

・福島県災害ボランティア
センターが設置されたと
公表 [B:全社協被災地支援・災

害ボランティア情報]

・全社協の都道府県・指定
都市社会福祉協議会の代
表者会議が開催。当面の
被災地支援方針を決定 [W:

全社協]

・福島老朽原発を考える会,
浜岡原発の即時停止を中
部電力に申し入れ [W:福島

老朽原発を考える会]

・東北全労協,大震災対策本
部を設置 [W:全労連]

・連合,政府・与野党各党に
東北地方太平洋沖地震へ
の緊急対策を要請 [W:連合]

・福岡市消防局,被災者救助
で福島県に派遣していた
消防ヘリコプターと乗員6
人が被曝したと発表 [NK]

・宮崎県串間市の野辺修光
市長, 公約としていた原
発賛否を問う市民投票に
ついて, 見送ることを表
明 [A]

・鹿野農水相, 原発周辺を
産地とする農作物の被爆
実態を把握するため,食品
衛生を管理する厚生労働
省,放射線の測定を担う文
部科学省などに協力を要
請 [A]

・厚労省と経産省,原発作業
員の被ばく量上限を100
ミリシーベルトから250
ミリシーベルトに引き上
げすると発表 [A]

・高木文科相,モニタリング
ポストの測定値を早急に
分析・報告するよう全都
道府県に指示 [メルトダウン]

・放射線医学総合研究所(千
葉市), 東京電力社員や自
衛隊員らを検査したとこ
ろ,治療が必要な人はいな
いと発表 [A]

・午後 ニコン, 全社員に
対し福島第1原発から半
径50キロメートル圏内へ
の出張を原則自粛する命
令 [NK]

・原発近隣の銀行・証券会
社の支店閉鎖の動き広が
る。みずほ銀行は3月15
日午前にいわき支店を閉
鎖, 大東銀行も15日に9店
舗を追加で閉鎖 [NK]

・中国電力,建設中の上関原
発の敷地造成工事を一時
中断と発表 [NK]

・中部電力の首脳,浜岡原発
6号機の建設計画を見直す
方針を表明 [A]

・オーストリア大使館(東
京都港区),福島第1原発事
故を受け事実上閉鎖。3月
16日から大使館機能を大
阪市内の総領事館に移す
ことが決定 [NK]

・前原子力委員会委員長代
理,天皇・皇后に「原子力
発電所の仕組みと安全対
策について」説明 [皇室; 51]

・小売業者(マクドナルド・
百貨店・家電量販店・映画
館など), 臨時休業や営業
時間の短縮などで節電体
制に対応 [A]

・東急電鉄と東急不動産, 3
月17日開業予定の「二子
玉川ライズ・ショッピング
センター」の開業を19日
以降に延期すると発表 [A]

・平日のホテル宿泊単価,
3月15日以降, 大阪が東京
より1000～7000円高い状
態が持続。企業の西日本
シフトを反映 [NK]

・東京・秋葉原で懐中電灯・
電池などが品切れ。店頭
の大型テレビが消される
など自粛モード [NS]

・NHKが放送時間短縮。教
育テレビとBS2, 午前0時
から午前5時まで放送中
止。3月19日まで [A]

・松竹,全国公開予定の中国
映画「唐山大地震」の公
開延期を決定したとの報
道 [A]

・渡辺謙と小山薫堂, メッ
セージサイト「kizuna311」
をオープン [A]

・日本オリンピック委員会
総務委員会,東日本大震災
の義援金1千万円を日本赤
十字社に送ると決定 [A]

・レットソックス所属の松
坂大輔らがヤンキース戦
で募金活動。280万円を
集める [NS]

・プロ野球巨人, 球団と
して3000万円の寄付を発
表 [NS]

・AKB48グループ, 義援金
受付口座を開設。同口座
に5億円を寄付すると発
表 [NS]

・俳優のイ・ビョンホンや
リュ・シウォンなど,韓流
スターが続々を支援を表
明 [NS]

・Don Don Down on
Wednesday,古着寄付プロ
ジェクト「ドンドンド
ネーション」を開始。ま
た古着支援活動と連動し
た義援金なども [W: ドンド

ンドネーション]

・マスコミ名乗る義援金詐
欺未遂事件が発生 [A]

・石原都知事,「天罰」発言
をしたことに謝罪 [A]

・自民党栃木県連,同党が公
認・推薦する県議員立候
補予定者34人の選挙カー
使用を全て中止すると発
表 [A]

・埼玉県さいたま市立の小中159校, 3月15日から学期末まで
給食を取りやめ。午前中だけ授業を行う学校と弁当持参で
午後も授業をする学校 [A]

・放射線医学総合研究所(千葉市), 東京電力社員や自衛隊員
らを検査したところ,治療が必要な人はいないと発表 [A]

・未明日本原子力発電は,地震で自動停止していた東海第2
原発(茨城県東海村)が安定的な冷温停止状態になったと発
表 [I]

・夜茨城県,県北部の国道6号・349号沿いに,避難者の被ば
くの有無を検査するチェックポイントを急遽設置。約8時
間後に撤収。 [I]

・水戸地裁, 3月16日予定の布川事件再審判決公判期日延期
を発表,との報道 [A]

・茨城県牛久市,親善友好都市の宮城県色麻町に救援物資と
ともに災害派遣隊を派遣。派遣隊は3月18日まで同町に滞
在 [S]

・スカイマーク,茨城空港と羽田・神戸両空港を結び,特別運
賃で利用できる臨時便を運航すると発表 [I]

・茨城県病院局によると,県立中央病院が予約患者診療を開
始。友部病院は通常通り。こども病院は通常通りの予約外
来診療と紹介・救急受け入れ [I]

・栃木県,福島第1原発の周辺住民を3月16日から受け入れる
ことを明らかに。那須町の道の駅「那須高原友愛の森」な
ど2カ所に24時間対応の総合相談窓口を設置。希望者に同
町の宿泊施設「県立なす高原自然の家」(200人収容)を提
供。他の施設も避難所として提供可能 [A]

・栃木県ツインリンクもてぎで開催予定のオートバイの世
界選手権シリーズ第3戦,日本グランプリが延期に [S]

・栃木県,宇都宮市の県保健環境センターのモニタリングポ
ストで放射線量が通常の30倍以上に達したと発表 [S]

・森永製菓, 小山工場(栃木県小山市)の設備の一部が損傷し
たと発表 [A]

・群馬県の支援物資搬送隊が県庁を出発。アルファ米1万食,
ペットボトル飲料水1万4千本, 組み立て式簡易トイレ250
個などを福島県二本松市内の避難所などに配布 [J]

・群馬県みなかみ町,被災者を最大1000人まで町内旅館やホ
テルに無償で受け入れると決定。費用を専決処分で予算
化,町観光協会が受け入れ可能な宿泊施設を募集 [J]

・群馬県川場村, 被災者約200人をスキー場の寮やホテルに
無料で受け入れると決定し県に報告 [J]

・群馬県が観測している放射線の最大値が3月15日14時に毎
時0・562マイクロシーベルト。前日14日の約30倍 [J]

・福島県漁協連合会, 各組合に対して出漁
停止を呼びかけ [A]

・関彰商事, いわき市のスタンドのうち緊
急車両対応に指定された1店舗を除く全
11店舗を閉店したとの報道。残る1店舗
も県内で最南の店舗に機能を移す [NK]

・原発近隣の銀行・証券会社の支店閉鎖の
動き広がる。みずほ銀行は3月15日午前
にいわき支店を閉鎖。大東銀行も15日に
9店舗を追加で閉鎖 [NK]

・新潟市,福島第1原発20キロ圏からの避難
者について,検査後の受け入れを決定 [A]

・海上保安庁による捜索, 開始。全国の管
区から30人前後の潜水士を投入。岩手県
から福島県にかけての漁港内や湾内で4
～5カ所に分かれて捜索 [A]

・仙台市, 3月15日までに,避難
所で過ごすのが難しい高齢
者や障害者が避難する「福
祉避難所」11カ所を市内の
特別養護老人ホームなどに
開設 [K]

・仙台市,家庭ごみに限って地
域ごとに指定された曜日に
収集すると決め, 3月15日か
ら作業を開始 [K]

・仙台市,震災ゴミの受け入れ
作業を市内5カ所の仮置き場
で開始 [K]

・仙台市教育委員会, 臨時の
合同校長会で,小学校の臨時
休校を3月23日まで延長し,
小・中学校の修了式は原則
24日とすると決定 [K]

・仙台市教育委員会, 臨時の
合同校長会で,スクールカウ
ンセラー3～4人のチームを
複数編成し,被災した子供の
心のケアに当たる方針を示
す [K]

・東北大学, 震災に伴い4月下
旬ごろまで休校すると発表。
3月25日予定の卒業式は中
止。卒業証書の授与方法を
検討 [NK]

・約1800人の避難する気仙沼
市総合体育館で,夜, 8台の衛
星公衆電話が設置 [K]

・石巻市の石巻赤十字病院で,
ロビーや廊下に避難する被
災者が約500人に達し, 緊急
治療に支障来す恐れ。県災
害対策本部で報告される [K]

・石巻市で,災害ボランティア
の拠点が発足。被災地に派
遣するボランティアの受け
付けを開始 [K]

・JR東日本仙台支社による
と, 社員全約6800人中約3割
が安否不明との報道。多く
の鉄道設備が破壊されたう
え, 資材と人材の不足も深
刻 [K]

・国道45号(仙台市宮城野区-
多賀城市, 2車線の交通路が
確保される [W:東北地方整備局]

・厚労省,医療用酸素ボンベ約
300本を宮城・岩手両県に搬
送 [A]

・東北電力, 3月16日から3日
間,計画停電を実施すると発
表。岩手・宮城・福島3県は
対象外 [K]

・タイ:カラシン県で原発建設
反対の住民1000人が集会 [A]

・タイ:日本からの輸入品につ
いての線量検査を予定 [BZ]

・中国:衛生・検疫当局,放射性
物質の検疫を強化するよう
各地の検疫局に指示 [NK]

・中国:広州空港で放射性物資
の検査が始まる [NK]

・中国:人民網,評論「今こそ世
界中が日本に手を差し伸べ
る時」を掲載 [RJ]

・中国:中国赤十字会, 東日本
大震災の被災者に対する緊
急援助として日本赤十字社
に500万元(約6250万円)の義
捐金を決定(2回目) [RJ]

・中国:日本の某閣僚から中国
側へ「燃料油の深刻な不足
で被災地に物資を輸送でき
ない」との電話。中国側は
2日後に1億8000万元相当の
燃料油の無償援助を指示 [RJ]

・午後 中国駐日本大使館, 被
災地の中国国民に対して順
に避難するよう呼びかけた
と発表。3月15日夜, 宮城県
の中国国民第一陣が大使館
の手配により仙台から新潟
に向かい,航空機で帰国 [RJ]

・中国:夜, 外務省が被災地の
中国人に避難勧告 [A]

・中国:夜, 被災地の中国公民
400人余が次々と成田国際空
港に到着。翌日の便で帰国
予定 [RJ]

・中国:国家原子力事故応急協
調委員会専門家チーム, 日
本の放射能漏れ事故につい
て,中国国民の健康に影響な
しという分析を新華網に掲
載 [RJ]

・ドイツ:メルケル首相が脱原
発を決断。ドイツの原発8基
の停止を発表。そのうち2基
は永久に停止を予定 [BZ]

・ドイツ:ベルリンをはじめ,
国内でヨウ素剤を摂取する
人々が急増 [BZ]

・ドイツ:福島第1原発事故の
影響で,ルフトハンザ航空の
日本渡航が一時名古屋と大
阪に限定 [BZ]

・ドイツ:派遣されていた救助
隊, 任務を終了。以後の死
者の発見は, この状況では
もはや意味をなさないと判
断 [BZ]

・バーレーン大使館,閉鎖 [A]

・ブラジル:国営のブラジル銀
行, 被災者支援として, ブラ
ジルの本支店から日本国内
支店への送金手数料を当面
の間無料にすると発表 [NK]
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・茨城県の相撲部屋,食料不
足・放射能への懸念から
日本相撲協会に地方場所
宿舎への避難許可を願い
出 [NS]

・フランス:フィヨン首相, 在
日フランス人のためにエー
ルフランスに臨時便を指示。
「とどまる必要のある者を除
き,帰国か南部への避難を勧
告」 [メルトダウン]

・フランス:核安全局のラコ
スト局長, 福島第1原発の放
射能漏れ事故は国際原子力
事象評価尺度(INES)のレベ
ル6に当たるとの認識を提
示 [NK]

・ロシア:プーチン首相, ベラ
ルーシを訪問。同国初の原
発を共同建設することで合
意 [A(グローブ)]

・夜 ロシア大使館, 仙台市の
宮城県庁前に新潟行きバス
を用意し岩手・宮城・福島各
県に住む40人を新潟県に運
ぶ [NK]

・EU:原発の事故を受けて緊
急会議が開催。域内の原発
の耐震性能を検査する「ス
トレステスト」を実施する
方針を決定 [NK]

・WHO(世界保健機関),「日本
政府は公衆衛生の専門知識
に基づく既存の勧告に沿っ
て対応している」との声明を
発表。住民避難などの対応
は適切との見方を提示 [NK]

・WFP(国連世界食糧計画)の
物流支援要員13名, 3月15日
以降,日本に到着 [W:外務省]

・国連UNHCR協会,被災地へ
の支援物資の提供準備を
完了したと発表。緊急援助
活動の寄付を受け付け [W:

JANIC]
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Wed.
16

Mar.

3月
16日
(水)

00:00静岡県東部で震度6強
を観測した15日夜の地震
について気象庁が記者会
見。東海地震への影響を
検討する「地震防災対策
強化地域判定会」は開か
ないことに [Y]

00:24 三陸沖を震源とする
地震, M6.0, 岩手県盛岡
市・青森県八戸市などで
震度3 [Y]

00:39 岐阜県飛騨地方を震
源とする地震, M3.4,同県
下呂市で震度3 [Y]

02:14 静岡県東部を震源と
する地震, M2.8,同県富士
宮市で震度3 [Y]

03:19 茨城県沖を震源とす
る地震, M3.9,同県日立市
で震度3 [Y]

03:33 岐阜県飛騨地方を震
源とする地震, M4.0,同県
下呂市で震度4 [Y]

04:01 宮城県沖を震源とす
る地震, M5.8, 同県栗原
市・岩手県一関市などで
震度3 [Y]

05:53 福島県浜通りを震源
とする地震, M4.5,同県田
村市で震度3 [Y]

06:04 茨城県北部を震源と
する地震, M4.8,同県常陸
太田市などで震度3 [Y]

06:15 新潟県中越地方を震
源とする地震, M4.0,同県
十日町市で震度3 [Y]

08:40 茨城県北部を震源と
する地震, M3.9,同県日立
市,高萩市で震度3 [Y]

09:22 茨城県沖を震源とす
る地震, M4.5,同県日立市
で震度3 [Y]

10:08 茨城県沖を震源とす
る地震, M4.1,同県日立市
などで震度3 [Y]

10:30総務省消防庁, 死者・
行方不明者数が9千人を超
えたと発表。阪神大震災
を上回って戦後最悪に [A]

10:44 静岡県東部を震源と
する地震, M3.2,同県富士
宮市で震度3 [Y]

12:52 千葉県沖を震源とす
る地震, M6.0,千葉県北東
部などで震度5弱 [Y]

・地震調査委員会, 15日夜の
静岡県東部の地震(M6.4)
について「直ちに東海地震
に結びつくような異常な
地殻変動は観測されてい
ない」との見解を提示 [NK]

11:15 枝野官房長官が記者
会見,国民に燃料買いだめ
を控えるよう呼びかけ [A]

11:30被災自治体に限って4
月の統一地方選を2～6カ
月延期する臨時特例法案
が閣議決定 [A]

12:00 鹿野農水相が緊急声
明,「政府の備蓄米をいつ
でも放出する用意がある」
[A]

12:30 政府・各党震災対策
合同会議にて,震災と原発
で指揮系統を分けること
や震災特命大臣の設置等
を野党が要望 [A]

13:00頃日銀,金融機関への
資金供給を8兆3千億円追
加すると発表 [A]

13:00 震災ボランティア連
携室, 内閣に設置。NPO
など約30団体の要望を聞
く。担当の辻元清美首相
補佐官らが出席 [A]

15:00頃 東京株式市場で日
経平均株価が5日ぶりに反
発, 終値は前日比488円57
銭高の9093円72銭で地震
後初めて上昇 [NK]

15:55 第11回緊急災害対策
本部会議 [W:官邸]

16:30 宮内庁が天皇のビデ
オメッセージ公開,「皆が
いたわり合って,この不幸
な時期を乗り越えること
を心より願っています」
[ふくしまの30日]

18:05菅首相,笹森内閣特別
顧問と会談 [A]

22:16 菅首相と潘基文国連
事務総長とが電話会談 [W:

官邸]

・政府が災害対策基本法施
行令を改正。年度内の地
方債発行を可能に [A]

・枝野官房長官が小佐古敏
荘東大教授(原子力専門)
を内閣官房参与に起用と
発表 [A]

・枝野官房長官が午後の記
者会見から英語の同時通
訳を実施。海外メディア
向けの対応がようやく本
格化 [NK]

・日銀,金融市場に即日で3
兆5千億円の資金供給を実
施すると発表 [NK]

・午前東京株式市場で日経
平均株価が急反発,前日終
値と比べた上げ幅は一時
563円に達し9100円台を
回復 [NK]

・夜ニューヨーク外国為替
市場で円相場急上昇, 1ド
ル=80円30銭 [A]

02:40頃 原子力安全・保安院が会
見,「IAEA(国際原子力機関)に対
し,原子力事故の専門家の派遣を
要請した」 [A]

05:45頃 福島第1原発4号機の建屋4
階から炎が出ていることに作業
員が気づく。30分後に炎が見え
ないことを確認 [A]

07:00東電,福島第1原発5・6号機の
使用済み核燃料貯蔵プールの水
温上昇を発表 [A]

08:30頃枝野官房長官,「3号機の格
納容器が損傷,放射性物質を含む
水蒸気放出の可能性が高い。 マ
イクロシーベルトからミリシー
ベルト単位に急上昇した」と説
明 [メルトダウン]

08:30頃 福島第1原発3号機から白
煙 [メルトダウン]

10:30頃 東電福島事務所, 会見で
「テレビで第1原発から煙が出て
いる。3号機からとみられる」 [A]

10:40頃 福島第1原発正門付近で,
毎時10ミリシーベルトの放射線
量を観測 [A]

12:30頃 福島第1原発正門付近で,
毎時10.85ミリシーベルトの放射
線量を観測 [メルトダウン]

16:00頃原子力安全・保安院,「3号
機の格納容器や燃料プールに損
傷があるとは考えにくい」 [メルト

ダウン]

16:00頃 福島第1原発正門付近で毎
時1.5ミリシーベルトの放射線を
観測 [メルトダウン]

17:20 東電, 本社と福島第1原発を
結ぶ光回線を誤って切断, 8時間
近く通信が途絶える [A]

17:53北沢防衛相, 福島第1原発3号
機に自衛隊ヘリで上空から水を
投下する消火活動について,上空
の放射線量が限界値を超えたた
めに見送ったと発表 [A]

17:56枝野官房長官, 原発の20キロ
から30キロ地点の放射線量につ
いて, 繰り返し「ただちに人体に
影響を及ぼす数値ではない」 [A]

21:30頃 原子力安全・保安院が会
見。福島第1原発正門付近で高い
放射線量が一時観測された要因
について「はっきりしないのが現
時点の状態」 [A]

・東電と原子力安全・保安院, 3号
機の白煙について,使用済み核燃
料プールの水の沸騰が原因と推
測 [メルトダウン]

・東電,東北電力の送電設備から福
島第1原発に電力を供給の方針を
固める [メルトダウン]

・東電, 福島第1原発3・4号機を15
日に撮影した写真を公開 [A]

・政府と東京電力の統合連絡本部
が本格始動 [NK]

07:00空自:北部航空方面隊が大槌トンネル付近地
上での消火活動開始 [SDF]

08:11 空自:UH-60Jが捜索救難のため千歳離
陸 [SDF]

08:17 空自:U-125Aが捜索救難のため千歳離
陸 [SDF]

08:22 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が物資輸送
のため入間離陸。また第3輸送航空隊C-1×1機
が糧食輸送のため広島到着 [SDF]

08:46 空自:第1輸送航空隊C-130H×1機が物資輸
送のため百里到着 [SDF]

08:55海自:「くにさき」LCACにより3回目の救援
物資が陸揚げ(缶飯・缶詰・水等)。石巻市渡波周
辺の被災民の安否確認も実施(渡波公民館 500名,
渡波農協 55名, 渡波保育園 55名, 洞源院 300名,
シクタ1区集会所 220名, シクタ2区集会所 60名,
渡波小学校 1300名, タンノウラ中学校 2000名,
ケヤキ水産 400名) [SDF]

10:04空自:第3輸送航空隊C-1が水輸送(5.2トン)の
ため花巻到着 [SDF]

11:58 予備自衛官及び即応予備自衛官の災害等召
集命令 [SDF]

14:57海自:21空群が千葉県東方沖を震源とする地
震の状況偵察を実施。異常なし [SDF]

15:32空自:第1空輸隊C-1×1機が物資輸送(カンテ
ラライト及び糧食3.2トン)のため松島着陸 [SDF]

15:39 空自:第3輸送航空隊C-1×1機が糧食輸送の
ため入間離陸 [SDF]

16:17 空自:第3輸送航空隊C-1×1機が水輸送のた
め福島着陸 [SDF]

16:20空自:北部航空方面隊,山田第1派派遣。毛布
配布を完了(豊間根生活改善センター200枚,豊間
根中学校580枚,豊間根小学校350枚,自治交流セ
ンター40枚(合計:1170枚) [SDF]

16:39空自:第3輸送航空隊C-1×1機が救援物資(マ
ドレーヌ3.2トン)空輸のため花巻到着 [SDF]

17:09 陸自:第4地対艦ミサイル連隊が物資(米, 毛
布,りんご)を輸送 [SDF]

17:38 空自:第1輸送航空隊C-130H×1機が水輸送
(13.4トン)のため福島到着 [SDF]

18:34 空自:第1輸送航空隊C-130H×1機が水輸送
(10トン)のため福島到着 [SDF]

18:53 空自:第3輸送航空隊C-1×1機が糧食30000
食(3.3トン)を百里に輸送 [SDF]

19:13 空自:第3輸送航空隊C-1が救援物資(糧食3.6
トン)空輸のため百里到着 [SDF]

19:30 空自:第1航空輸送隊C-1×1機(小牧)が糧食
30000食を百里基地に輸送 [SDF]

20:21陸自:第25普通科連隊が給水支援(1t) [SDF]

23:00空自:小牧空港から福島空港にKC-767×1機
が糧食158000食を輸送 [SDF]

23:32陸自:後方支援連隊が給水支援(6t),物資輸送
(ガソリンドラム缶×18樽)を実施 [SDF]

23:45 空自:第1輸送航空隊C-130H×1機が救援物
資(毛布2000枚)空輸のため福島到着 [SDF]

・航空自衛隊松島基地の滑走路が復旧。道路寸断
で陸路での物資供給が難航するなか,被災地で唯
一大型輸送機の離着陸に可能に [NK]

・自衛隊備蓄燃料の避難所への提供,開始 [A]

・北沢防衛相, ルース米大使に電話。ルース氏
「NRCがいろいろ回っているが,どうもうまくい
かない」 [NK]

12:00頃横田基地
から飛来した
米空軍特殊部
隊輸送機が, 航
自松島基地に着
陸 [NK]

・在日米軍, 福島
第1原発へ横田
基地からポンプ
車を輸送との報
道 [NK]

・米軍と自衛隊に
よる被災地支援
活動が本格化。
米空軍は仙台
空港でがれき除
去。米海軍の強
襲揚陸艦エセッ
クスも17日に山
形県酒田港に到
着予定。在沖縄
海兵隊も作業に
合流 [NK]

・米軍ヘリ, 米原
子力空母ロナル
ド・レーガンか
ら海自の護衛艦
ひゅうがに移し
た支援物資を空
自山田分屯基地
へ輸送, との報
道 [NK]

・米国防総省, 東
京の米大使等3
施設の職員家族
約600人の自主
的国外避難を認
めたと発表 [メル

トダウン]

・米国防総省当局
者,福島第1原発
から半径90キロ
以内への米兵立
入りを原則禁止
としていること
を明らかに [メル

トダウン]

・米国務省, 東京
の在日米国大使
館・名古屋の総
領事館などを対
象に, 米政府関
係者の家族の国
外退避を認める
と発表 [NK]

・在日米大使館,
ルース駐日大使
の声明(3月16日
付)として, 福島
第1原発から半
径80キロ圏内に
住む米国人に予
防的措置として
待避するよう勧
告 [NK]

04:47 JR成田線が全線で運行再開。JR
山手線, JR京浜東北線, 東京メトロ銀
座, 同丸ノ内, 同南北, 都営地下鉄では
浅草線以外が通常運転に [震災と鉄道全

記録]

05:13 JR日光線が全線で運行再開 [震災と

鉄道全記録]

05:19伊豆急行伊豆急行線が全線で運行
再開 [震災と鉄道全記録]

05:22 JR身延線が全線で運行再開 [震災と

鉄道全記録]

05:28大井川鉄道大井川線が全線で運行
再開 [震災と鉄道全記録]

05:29伊豆箱根鉄道駿豆線が全線で運行
再開 [震災と鉄道全記録]

05:30 遠州鉄道鉄道線が全線で運行再
開 [震災と鉄道全記録]

05:31天竜浜名湖鉄道天竜浜名湖線が全
線で運転再開 [震災と鉄道全記録]

05:35 JR烏山線が全線で運行再開 [震災と

鉄道全記録]

06:00 常磐道(三郷JCT-水戸), 緊急交通
指定が解除となり一般車両通行可能
に [W: NEXCO]

06:00東北道(浦和-白河,浦和-川口JCT),
常磐道(水戸-いわき勿来),北関東道(佐
野田沼-岩舟JCT, 栃都賀JCT-都賀, 茨
城町東-水戸南),東水戸道路(水戸南-ひ
たちなか), 圏央道(つくば中央-つくば
牛久)で通行止め [W: NEXCO]

06:00静岡鉄道静岡清水線が全線で運行
再開 [震災と鉄道全記録]

06:10 岳南鉄道岳南線が全線で運転再
開 [震災と鉄道全記録]

08:00 東北電力, 午前9時から青森・山
形・新潟で実施予定の計画停電を中
止。その後, 夕方以降の計画停電も中
止 [A]

08:00 三陸鉄道北リアス線(陸中野田-久
慈)が運行再開。復興支援として3月末
まで運賃無料 [震災と鉄道全記録]

08:00 JRバス東北, 仙台と東京・新宿を
結ぶ高速バスを再開 [震災と鉄道全記録]

08:55大井川鉄道井川線が全線で運行再
開 [震災と鉄道全記録]

11:00 青森県の三村知事, 経産省で政務
官に被災地への燃料供給を要請 [A]

12:00小名浜港の藤原埠頭第1号岸壁,同
第2岸壁で入出港自粛勧告の一部が解
除。船舶を限定し供用開始 [W:港湾局・

海上保安庁]

14:00時点 NTT東日本が福島・宮城・岩
手・茨城・長野の各県で設置した特設
公衆電話は計859台 [W: NTT東日本]

19:00東北の停電戸数,最大時の430万戸
から約50万戸に減少。うち宮城・岩手
の三陸沿岸などの約32万戸は復旧工事
未だ着手できず [NK]

・JR東日本, 在来線の被災状況を発表。
8路線計約4500キロについて, 被害が
大きく調査できないため復旧のめどが
立たず。22路線約1600キロが点検中。
10路線計700キロは点検が終わったか
復旧作業中 [NK]

07:00 農水省, 食品メーカー提供の食料
176万食等を被災地に発送 [A]

15:00 みずほ銀行, 3月16日15時から17
日9時までATM等による振り込みを停
止 [A]

15:15頃東京都,宮城・福島・岩手等の被
災者に都営住宅等計600戸程度の提供
を発表 [A]

・自動車部品大手のサンデン,赤城事務
所(前橋市)と八斗島事業省(伊勢崎市)
の操業を再開 [NK]

・全国の豚の処理頭数, 5万頭と地震発生
前の2月平均(6万8100頭)比で27%減。
地震発生後の14日には4万8300頭にま
で落ち込む。農林水産省調べ [NK]

・ソニー,栃木県鹿沼市の電子材料工場
を操業再開 [NK]

・大王製紙,福島県いわき市の工場の16
日再開を延期 [A]

・トヨタ自動車,グループ会社を含む国
内完成車の全工場について3月22日ま
での稼働停止を発表。稼働を停止した
14日～22日の減産規模は10万台弱に
上る見通し [NK]

・日本出版販売とトーハン,雑誌の配送
日を2日に1度に減らす措置を開始 [NK]

・パナソニック,大阪府守口市の工場を
フル稼働し品薄続く乾電池を増産 [A]

・富士通,携帯電話生産する那須工場で
夜間操業を開始。3月25日まで続ける
見通し [NK]

・マツダ, 本社工場(広島県)と防府工場
(山口県)の操業停止を20日まで延長す
るとの報道 [NK]

・みずほ銀行, 2日連続で発生したシス
テム障害による未処理決済が44万件に
拡大したと発表。3月15日時点の38万
件から6万件増。金額も4900億円から
5700億円に拡大。17日中に全処理完
了は困難 [NK]

・日本生命保険・第1生命保険・明治安
田生命保険・住友生命保険の大手生保
4社,被災者に対する契約貸付の利息を
減免すると発表 [NK]

・日本経団連が緊急アピール。支援物資
輸送体制や民間支援受入窓口の整備を
求める [A]

・鹿野農水相,備蓄米放出の用意あると
声明 [A]

・内閣府, 被災者生活再建支援法を茨
城県内全域に適用(適用日は3月11日)。
また, 長野県栄村にも適用(適用日は3
月12日) [W:内閣府]

・厚労省,外国人医師の医療行為を認め
る旨を岩手・宮城・福島3県に通知 [A]

・厚労省,震災で病院や薬局が全半壊し
た場合, 代替施設を使っての保険診療
を認めると発表 [NK]

・厚労省,東日本大震災で自宅が半壊以
上の被害を受けた被災者に対し, 所得
制限なしで児童扶養手当を満額支給す
るよう,都道府県などに通知 [K]

13:00頃日本医師会が都内で会見。被
災地に入った医師が「水も食料, ガ
ソリンもない」と支援を要請 [A]

14:01 日本地理学会, 土木学会・海岸
工学委員会からの情報に基づき, グ
ループMLで調査の自粛を通知 [地理;

6月号]

・日本建築学会関東支部地震災害調
査WG,設立 [建築雑誌; No.1622]

・日本建築学会東海支部, 3月15日の
静岡県東部での地震(震度6)をうけ
て被害調査を計画, 2調査グループ
を編成 [建築雑誌; No.1622]

・日本建築士会連合会,被災した建築
士賠償責任保障制度加入者への対応
について, 継続加入手続きに関する
猶予期間および保険料払い込みに関
する猶予期間を設定し加入者に通
知 [W:日本建築士会連合会]

・日本行政書士会連合会,大規模災害
対策本部会議を開催 [W: 日本行政書士

会連合会]

・日本社会福祉士会,厚労省社会・援
護局局長に「東北地方太平洋沖地震
に関する支援について(ご協力の申
し入れ)」を申し入れ [W:日本社会福祉

士会]

・宮城県社会福祉士会事務局に災害
対策本部が立ち上がる [W:日本社会福

祉士会]

・日本医師会副会長,日本医師会災害
医療チーム(JMAT)に薬剤師も参加
させてほしいとの日本薬剤師会から
の申し入れを受け, 43都道府県医師
会担当役員に連絡 [W:日本医師会]

・日本医師会会長,警察庁から遺体検
案を担当する医師を岩手・宮城・福
島地域に派遣するよう要請を受け,
都道府県医師会会長・日本警察医会
長宛に「検案担当医の派遣について
その1(依頼)」を発出 [W:日本医師会]

・日本薬剤師会,支援薬剤師の募集と,
日本医師会災害医療チームへの参
加・協力について各都道府県薬剤師
会宛に通知。また, 児玉会長と曽布
川常務理事が先遣隊として被災地に
出発(3月19日まで) [W:日本薬剤師会]

・日本産科婦人科学会など3団体が緊
急調査を実施。被災地で周産期医療
を続ける岩手・宮城両県の医師らが
計6000缶の粉ミルクなどを求めて
いることが明らかに [NK]

・日本心理学会,地震関係の情報を交
換する東日本大震災関連ページを設
置 [W:日本心理学会]

・日本社会心理学会,東北地方太平洋
沖地震関連ページを開設し, 社会心
理学者や関連組織からの提言, リン
クなどを掲載 [W:日本社会心理学会]

・日本原子力学会, プレスリリース
「東京電力福島第1/第2発電所の事故
について:放射線のレベルについて
(公表されている放射線量はどのよ
うな意味を持つのか)」を発表 [W:日

本原子力学会]
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12:30 連合・災害対策救援
本部,水谷総合組織局長・
山根木非正規センター長
らが辻本災害ボランティ
ア首相補佐官を訪問。連
合ボランティア活動に対
する理解と協力を要請 [W:

連合]

13:00 震災ボランティア連
携室, 内閣に設置。NPO
など約30団体の要望を聞
く。担当の辻元清美首相
補佐官らが出席 [A]

・東日本大震災支援全国
ネットワーク,メッセージ
『私たちは被災地の皆さん
とともに歩みます』を公
表 [W: JCN]

・日本てんかん協会,国立病
院機構や厚生労働大臣に
要望書を提出。被災地に
おけるてんかん医療の充
当について [W:日本てんかん

協会]

・特定非営利活動法人グ
ッドネーバーズ・ジャパ
ン,釜石市で支援物資を配
布 [W:グッドネーバーズ・ジャ

パン]

・特定非営利活動法人JEN,
炊き出し用の食材などを
積んだトラック1台で仙台
市へ行き,紙おむつや生理
用品を支援できるよう調
達に乗り出す [A]

・せたがや災害ボランティ
アセンターが看護・介護・
保育・医療他の専門ボラ
ンティアの事前登録を開
始 [B: せたがや災害ボランティ

アセンター]

・国際環境NGOのFoEイン
ターナショナル, 震災被
災者義援金募集を開始 [W:

FoEJapan]

・NPO法人・ゆめ風基金,福
島県田村市の障害者自立
センター「福祉のまちづ
くり」へ救援金100万円を
送金。震災後初の送金活
動 [B:ゆめ風基金]

・NPO法人・メイクザヘブ
ン,宮城県石巻市入り [A]

・JHP・学校をつくる会,募
金活動を開始を発表 [W:

JANIC]

・ADRA Japan,被災地に向
けトラックに支援物資を
積んで出発 [B: ADRA Japan]

・シーズ,「政府と震災支援
NPOとの意見交換会」を
開催。以降,ロビー活動を
展開 [W:シーズ]

・災害ボランティア情報ま
とめサイト,立ち上げ [A]

15:45頃福島県,「福島市の
水道水から放射性物質を
検出。国の基準以下」と
発表 [A]

・文科省, 3月15日の浪江町
内の放射線量が通常値の
2233～2890倍だったこと
を発表。「住民の健康被
害等は枝野長官からコメ
ントするなと指示」と説
明 [メルトダウン]

・夕文科省, 16日の0～17時
の放射線量が10都県で平
常値越えと発表 [A]

・神奈川県衛生研究所, 敷
地内の大気中から微量の
放射性物質が検出された
ことを明らかに。ヨウ素
131とセシウム134, 137の
3種類を検出 [KS]

・夜 千葉県, 福島県南相馬
市の要請に応じ, 福島第1
原発の避難民を運ぶバス
10台を派遣 [NK]

・朝 栃木県, 福島からの避
難住民向けに那須町の二
つの道の駅に総合相談窓
口を設置 [A]

・愛媛県議会,伊方原発を持
つ四国電力に対し,県を通
し「憂慮の意」伝えるこ
とを申し合わせ [愛媛新聞]

・福島第1原発の事故を受
け,愛媛県の中村知事が伊
方原発の非常用発電設備
等を視察 [愛媛新聞]

・三重県伊勢市の鈴木市長,
浜岡原発の稼動停止と新
規原発建設撤回を求める
要望書を提出することを
表明 [A]

・政府は,放射性物質の影響
について農産物の抽出調
査実施を決定 [A]

・東邦銀行,福島県内113店
中29店を休業。うち27は
原発のため [A]

・中部電力, 御前崎市で放
射性物質を検出したと発
表 [A]

・日本産科婦人科学会,放射
線被ばくの影響懸念ない
との見解をHPで発表 [A]

・東大医学系研究科教授が
天皇・皇后に「放射線被曝
について」説明 [皇室; 51]

・ミュンヘン空港に到着し
た全日空の機体の外部か
らやや高めの線量が観測
される [BZ]

06:50 インテルの長友佑都
選手,バイエルン・ミュン
ヘンとの試合後に「離れ
ていても心は一つみんな
で乗りこえよう!」などを
書いた日の丸掲げる [A]

・日本水連,臨時常務理事会
で4月5日～10日予定の競
泳日本選手権中止を発表。
東京辰巳国際水泳場が地
震で大きく損傷したこと
が理由。世界選手権(7月,
上海)の代表選考会は4月9
日～11日に浜松市で行う
方向で最終調整 [NK]

・関西ボート連盟ら,ボート
の朝日レガッタ(4月30日
から滋賀)中止を発表 [A]

・東北高校,選抜開催の場合
は出場すると発表 [A]

・プロ野球楽天,当面本拠地
を神戸市の「ほっともっ
とフィールド神戸」にし
て主催試合を行う方向で
準備を進めていることが
明らかに [NK]

・Jリーグが3月中の全公式
戦中止を決めたことを受
け, 外国人監督が続々離
日 [Y]

・日本サッカー協会, 予定
されていた強化試合のモ
ンテネグロ戦を中止し,代
わりに同日チャリティー
マッチを開催すると決
定 [NS]

・JRA, 3月中の東北・関東の
場外発売休止を発表 [NS]

・東京都,「東京国際アニメ
フェア2011」の中止を発
表 [NK]

・東京都, 上野動物園など
都立の動物園・水族館を
3月17日から当面の間閉
演すると発表。再開は未
定。上野動物園で22日か
ら予定していたジャイア
ントパンダの一般公開も
延期 [NK]

・2011年入社予定の被災地
出身者に配慮し,企業の入
社式延期が相次ぐとの報
道 [A]

・警視庁,銀座・秋葉原・新
宿の歩行者天国を当分休
止と発表 [A]

・慶応大学(横浜市港北区)の
卒業式が中止。余震や交
通の乱れなどが理由 [NS]

・すかいらーく,電力2社管
内の約170店(地震で休業
中の約130店除く)のほぼ
全店舗で営業時間を午後
10時までに短縮 [NK]

06:40 東電, 3日連続となる計画停電を開始。ただし地震の
あった静岡富士川以東は除外 [A]

08:00茨城県内の停電, 8市町村6668軒まで減少 [I]

08:00福島市で通常の500倍にあたる毎時20マイクロシーベ
ルトの放射線を観測。茨城県や東京都などでも通常より高
めの数値 [A]

08:00 東北電力, 午前9時から青森, 山形, 新潟で予定してい
た計画停電を中止。その後,夕方以降の計画停電も取りや
め [A]

09:00 茨城県災害対策本部によると, 住宅被害は全壊197棟,
半壊6350棟,一部損壊2万2877棟の計2万9424棟 [I]

09:50東京都足立区と町田市で,計画停電のため5カ所のエレ
ベーターに6人が一時閉じ込め [A]

10:30 計画停電中の群馬県安中市の県道交差点で死亡事
故 [A]

11:40 北茨城市役所に設置された茨城県の放射線監視装置,
一時的に毎時15.8マイクロシーベルトを観測。平常の約
300倍。15日に観測された最大値の約3倍 [I]

12:00頃福島県いわき市から車中泊を4回繰り返してきた一
家が,茨城県取手市の避難所にたどりつく。「行くあてはな
いが,家族を守るため福島を離れた」 [A]

13:00埼玉県さいたま市,小学校の倉庫からガソリン缶やカ
セットコンロ用ガスボンベなど災害用備品52点が盗まれて
いるのを教頭が発見 [A]

14:00 東京国際アニメフェア(3月24日～27日予定)の中止を
主催者が発表 [A]

15:15頃東京都庁, 宮城・福島・岩手県などの被災者を対象
に,都営住宅など計600戸程度を提供すると発表 [A]

16:00東京都庁,上野動物園で3月22日から予定したパンダ2
頭の一般公開を延期すると発表,節電で同園が17日から当
面閉園するため [A]

・計画停電のため, 3月14日～16日にエレベータの閉じ込め
が首都圏で122件発生。国土交通省調べ [A]

・3月16日の計画停電で,都内で断水2270戸,濁り水10万戸発
生。水道局発表 [A]

・警視庁,銀座・秋葉原・新宿の歩行者天国を当分休止と発
表 [A]

・東京都, 小売業関連団体に, 商品不足の不安をあおらない
ための説明を要請 [A]

・東京都三鷹市で停電 [A]

・東京都文京区の区立昭和小学校,千葉県などで震度5弱・文
京区で震度3を観測する地震があった3月16日から,登下校
に必ず防災ずきんを着けるよう指導 [A]

・首都圏などのスーパー,震災発生直後から3月16日までに,
保存できる食品・日用品(カップめん・パスタ・水産缶詰・
スポーツ飲料・紙おむつ・生理用ナプキン・トイレット
ペーパー・電池など)の売り上げが急増。日経POSデータ
を使った調査による [NK]

・首都圏で, 客一人当たりの水販売額が前日の約3倍に。3
月12日には8倍。商品1個当たりの平均価格も9日～11日は
110円台だったが, 12日には133円, 13日には147円。日経
POSデータ [NK]

・鶏卵卸値,東京地区の卸値は前日比で10円(5%)上昇。地震
前に比べて16%高 [NK]

・午後中国大使館領事部に帰国希望者120人の列 [A]

・在日イラク大使館, 3月17日の大使館閉鎖を発表 [A]

・神奈川県衛生研究所, 敷地内の大気中から微量の放射性
物質が検出されたことを明らかに。ヨウ素131とセシウム
134, 137の3種類を検出 [KS]

・神奈川県警によると, 東日本大震災による県内のけが人
は122人と判明。内訳は重傷が7人, 軽傷が106人, 不明が9
人 [A]

・神奈川県厚木市内の36小中学校, 給食を弁当に切り替
え [KS]

・夜埼玉スーパーアリーナ,室内通路部分を解放 [NK]

08:00福島市,通常の500倍の毎時20マイク
ロシーベルトを観測 [A]

15:45頃福島県,「福島市の水道水から放射
性物質を検出。国の基準以下」と発表 [A]

21:00現在震災で自宅を離れた県内の避難
者は95,597人。このうち避難指示区域の
人は約62,000人 [FP]

・夜 日本透析医会が調整して福島の透析
患者を東京等へ移送 [A]

・夜千葉県,福島県南相馬市の要請に応じ,
福島第1原発の避難民を運ぶバス10台を
派遣 [NK]

・福島第1原発から30キロ圏の福島県川内
村が「全村避難」。郡山市に到着 [A]

・退避完了のはずの福島第1原発20キロ圏,
福島県南相馬市に10人残っていたと判
明 [A]

・福島県, 被ばくの有無を調べるスクリー
ニング常設施設を,希望者増加に伴い6ヵ
所から8ヵ所に増やした [FP]

・深刻な燃料不足のため,郡山市は3月16日
から当面,ごみ収集業務を当面見合わせ。
がれきの撤去や市道などの応急処置も休
止 [FP]

・浜通りの被災者の大移動が加速。中通り
や会津に設けられた避難所は(会津の)一
部を除いてほぼ満員の状態 [FP]

・福島県は県外への避難を希望する市町村
に対し, 準備が整っている他県と調整を
図り受け入れてもらうことを決定 [FP]

・相馬市, 3月16日から,地震・津波で家屋
の損壊・流出などの被害を受けた市民に
生活支援金3万円,死亡した被災者の遺族
に弔慰金10万円を支給 [FP]

‐国が平成13年度に大熊町に設置した原
子力災害対策センターが,震災時,停電の
ために機能しなかったことが判明 [FP]

・福島市中央卸売市場, 水産など各部門の
電気と水道が復旧 [NK]

・東邦銀行,福島県内113店中29店を休業。
うち27は原発のため [A]

・文科省, 3月15日の浪江町内の放射線量が
通常値の2233～2890倍だったことを発
表。「住民の健康被害等は枝野長官から
コメントするなと指示」と説明 [メルトダ

ウン]

・宮城県警によると, 県内の
死者は3月16日時点で, 2207
人。2000人を超える [K]

・宮城県, 遺体の推定氏名を
ホームページ上で公開開
始 [A]

・宮城県,七ヶ宿ダムを水源に
17市町に給水する仙南・仙
塩広域水道のうち,白石市の
配水池への送水を再開 [K]

・宮城県教育委員会,県立の中
学・高校・特別支援学校全て
で新学期の開始を4月下旬に
延期する方向で検討開始 [K]

・孤立状態に陥った多賀城市
の仙塩総合病院で,震災後に
入院患者6名(ほとんどが80
～90代の内科重篤患者)が死
亡していたことが判明 [K]

・松島湾の浦戸諸島に,塩釜市
職員がヘリで入り,被災状況
を初めて確認 [K]

・宮城県のテレビ兼営のAM放
送である東北放送(仙台市)の
ラジオアンテナ,津波被害が
大きく使用不能との報道 [A]

・東北6県のガソリンスタンド
3866店のうち,一般向け営業
を継続しているのは186店。
東北経済産業局のまとめで
判明 [K]

・日本産科婦人科学会など
3団体が緊急調査を実施。
被災地で周産期医療を続け
る岩手・宮城両県の医師ら
が計6000缶の粉ミルクなど
を求めていることが明らか
に [NK]

・東北大学,入試の後期日程を
中止すると発表 [K]

・宮城県で3月15日17:00～16
日9:00までに観測された最
大の放射線量は毎時0.199マ
イクロシーベルト。過去最
大値の4倍 [K]

10:00岩手県宮古市では,盛岡
に向け地震後初めてのバス
が出発 [A]

13:30頃 岩手県陸前高田市の
避難所で,日本赤十字の医師
ら6人が巡回。メンバーの一
人は「薬が足りないとの声
が多い。穴がないように巡
回して診ていきたい」 [A]

・陸前高田市高田町の高田・
一中に避難していた80歳の
女性, 急性心筋梗塞で死亡。
県内の避難所で死亡が確認
されたのは初 [IN]

・陸前高田市では,市職員が作
成したA4判56枚, 約9500人
分の生存者名簿が完成 [NK]

・達増県知事, 震災後初めて
陸路で県内を視察。陸前高
田・大船渡両市で被災者を
激励 [K]

・釜石市を拠点とする社会人
ラグビー「釜石シーウェイ
ブス」の選手4人, 停電でエ
レベータの動かない釜石市
内の特別養護老人ホームで
力仕事を支援 [K]

‐釜石市の避難所で, インフ
ルエンザ患者1名が出る。8
人の感染症も発生 [IN]

・日本産科婦人科学会など
3団体が緊急調査を実施。
被災地で周産期医療を続け
る岩手・宮城両県の医師ら
が計6000缶の粉ミルクなど
を求めていることが明らか
に [NK]

・IGRいわて銀河鉄道,午後に
一部区間で運転再開。当面
は,本数を減らした特別ダイ
ヤで運行 [NK]

・三陸鉄道北リアス線(宮古-
久慈), 陸中野田―久慈の3
駅間で運転再開。当面1日3
往復, 片道380円の運賃を22
日まで復興支援として無料
化 [NK]

・岩手県警,午後に,緊急通行路
に指定していた国道106号・
455号・396号など県内の国
道12路線の規制を解除 [IN]

・花巻空港,夕方から定期便の
運航を再開 [K]

・岩手県交通, 盛岡-花巻空港
間でバスの運行を再開 [W:国

交省]

・岩手県北バス, 盛岡-宮古で
運行を再開 [W:国交省]

10:14アメリカ:ISIS(科学国際
安全保障研究所),福島第1原
発事故について,過去最悪の
水準に到達したと評価 [CI]

・外務省(日本)の佐藤悟報道官,
113カ国・地域と24国際機関
から被災地支援の申し入れ
があったことを発表 [NK]

・在日アメリカ大使館のルー
ス駐日大使,声明で日本滞在
のアメリカ国民に対し,福島
第1原発の半径50マイル圏内
から避難するよう勧告 [NK]

・イギリス:外務省, 東京と東
京以北に住むイギリス人対
し, 同地域からの退避を勧
告 [NK]

・インドネシア:スラウェシ島
でASEAN地域フォーラムの
災害救援実動演習。数千人
が参加 [A]

・在日イラク大使館, 3月17日
の大使館閉鎖を発表 [A]

・韓国:イ・ビョンホン,義援金
7億ウオン(5000万円)の寄付
を発表 [A]

・韓国:教育科学技術省, 原発
専門家の日本派遣を準備し
ており, 日本やIAEAと協議
していることを表明したと
の報道 [NK]

・韓国:政府がホウ酸52.6トン
を日本へ送る方針を決定 [A]

・スウェーデン:首都ストック
ホルムでグリーンピース主
催の反原発運動 [BZ]

・タイ:今後日本に渡航する
人々に無料でヨウ素を配給
することを可決 [BZ]

・台湾:台湾行政院原子力エネ
ルギー委員会, 3月15日から
台湾の各国際空港で,日本か
らの乗客の放射線量を測定
するため機器の設置を始め
たと中国時報が報道 [NK]

・台湾:行政院教育部,福島第1
原発事故による放射性物質
の拡散に対処する監視測定
グループを設立。万が一放
射性物質による汚染が悪化
した場合,地方政府を通じ休
校を発表する [LT]

・台湾:国家安全会議と総統府
が主催する「日本震災因応
作為会議」が開催。馬英九
総統と関連省庁の首長が主
席 [LT]

・台湾:野党民進党, 政府によ
る義援金募集の実施や呼び
かけの他に,党名義で義援金
を募集すると決定。その後
の数日, 苗栗・澎湖・台中・
高雄などの県市の街頭で募
集 [LT]
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(水)
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全般 国/政治経済 原発/東電 自衛隊 米軍/米国 基礎的インフラ 生活/生産の基盤 学界/専門家組織

Wed.
16

Mar.

3月
16日
(水)

・岩手県・宮城県福島県・茨
城県・千葉県に対し天皇
より金一封 [皇室; 50]

・官邸や経産省が警察庁に放水の
要請。「事態が切迫している。警
視庁から放水車操作できる人に
行ってほしい」 [メルトダウン]

・文科省,無線操縦の防災モニタリ
ングロボットを東電に貸出 [A]

・NRC(米原子力規制委員会)のヤ
ツコ委員長,「4号機の使用済み燃
料プールに水はない」との見解示
す [NK]

・IAEA(国際原子力機関)天野事務
局長が記者会見。「事故は状況深
刻」 [A]

・IAEAの天野之弥事務局長, 福島
第1原発事故について日本政府に
連絡体制の強化を要請したと表
明(現地15日) [NK]

・政府,自衛隊に一元化した被災地への支援物資輸
送を本格的に運用開始。企業や市町村などから
物資を都道府県ごとに自衛隊が受け取り被災地
へ輸送 [NK]

・IGRいわて銀河鉄道, 午後から一部区
間で運転再開。当面は, 本数を減らし
た特別ダイヤで運行 [NK]

・福島交通・宮城交通・JRバス東北,仙
台-福島間で運行再開 [W:国交省]

・JRバス東北,仙台-新宿間で運行再開 [W:

国交省]

・茨城交通・JRバス関東,常陸太田-東京
間で運行再開 [W:国交省]

・茨城交通・JRバス関東,常陸太田-新宿
間で運行再開 [W:国交省]

・茨城交通, 常陸大宮-新宿間で運行再
開 [W:国交省]

・東日本急行,仙台-一ノ関間でバス運行
再開 [W:国交省]

・羽後交通, 仙台-湯沢間でバス運行再
開 [W:国交省]

・羽後交通・JRバス東北,仙台-大曲で運
行再開 [W:国交省]

・秋北バス, 仙台-大館間で運行再開 [W:

国交省]

・秋北バス, 仙台-二ツ井で運行再開 [W:

国交省]

・仙台空港に米軍C130輸送機が到着 [A]

・国交省,船員の在籍出向の特例につい
て通達。乗組船員を確保できない船舶
所有者について, 交替要員を在籍出向
の形態で配乗させる場合の特例を設
置 [W:内閣府]

・八戸ガス,八戸市(約1,236)が全戸復旧
完了 [W:日本ガス協会]

・東北と関東の6製油所の操業停止に
よって,日量100万バレル超の原油処理
能力が失われたとの報道 [A]

・ガソリン価格が148円を突破。前週よ
り3円上昇 [A]

・JX日鉱日石エネルギー,ガソリンや軽
油の緊急輸入を決定 [NK]

・出光興産, 塩釜油槽所(塩釜市)を17日
に再開させると発表 [NK]

・極東石油工業千葉製油所,精製装置を
再稼動 [W:極東石油工業]

・警察庁,燃料運ぶタンクローリー車に
ついて全国の都道府県に通達。本来警
察署に出向いて申請が必要な通行証
を, インターチェンジ等で手続きでき
るよう簡素化 [NK]

・NHK,東日本大震災と長野県北部地震
の被災者の受信料を免除 [A]

・全国FM放送協議会, 東北6県のFM局
とTOKYO FMの計7局の放送を, イン
ターネットで全国へ配信するサービス
を始めたと発表 [NK]

・国際電気通信連合,日本支援のため約
100台の衛星携帯電話の日本空輸を決
定 [NK]

・厚労省,被災者が公的負担医療の証明
書をなくした場合でも医療費の免除・
助成を受けられるよう各都道府県に通
知。対象は原爆被爆者,肝炎患者,結核
患者,養育医療を受けている未熟児,自
立支援医療を受けている障害者, 生活
保護受給者ら [NK]

・厚労省,日本医師会等に医療従事者の
派遣につき協力依頼 [W:厚労省]

・厚労省, 岩手・宮城・福島の雇用促進
住宅を緊急避難場所や仮設住宅代わり
に使えるよう措置,との報道 [A]

・厚労省, 看護師受験手続の延長を発
表 [A]

・厚労省,海外から送られる救援物資に
関する食品衛生法上の手続き簡略化を
決定。国内13か所の検疫所に通知 [NK]

・経産省,輸出貿易管理令及び輸入貿易
管理令上の特例措置について事務連
絡。許可証等を紛失した者への再発行
申請の受理など [W:内閣府]

・消費者庁,震災地域における食品衛生
法の運用について通知。震災地域での
食品表示について食品衛生法に基づく
行政措置の対象から当分の間除外 [W:

内閣府]

・法務省,供託金の納入期日の延長につ
いて通知 [W:内閣府]

・午後警察当局,警視庁の指示に基づき
全国24都道府県から約355人の救助隊
を派遣。計約1050人態勢で遺体を調
査。阪神大震災時を上回る規模 [NK]

・福島地検・仙台地検, 福島・宮城両県
内で拘留中の容疑者計58名を釈放 [A]

・公民館の被災・救援情報サイト
「savekominkan」開設 [W: 大 日 本 印 刷

artscape]

・日本放射線腫瘍学会,放射線治療の
継続・新規治療が必要な患者が被災
地を離れても適切な放射線治療を受
けられるよう, 放射線治療支援可能
施設リストを作成し公開 [W:日本放射

線腫瘍学会]

・日本技術士会原子力・放射線部会,
放射線測定情報とリスク情報に関す
る一般向け原稿を部会ホームページ
に掲載 [W:日本技術士会]

・日本経済研究センター,震災の復興
対策について緊急提言まとめる [NK]
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市民社会 原発事故の影響 文化/風俗/メディア 東京圏/計画停電 福島県 宮城県 岩手県 海外動向

・千葉県社協が千葉県災害
ボランティアセンターを
開設 [B:全社協被災地支援・災

害ボランティア情報]

・千葉県旭市災害ボラン
ティアセンター開設 [B:全

社協被災地支援・災害ボランティ

ア情報]

・仙台市若林区災害ボラン
ティアセンター開設 [B:全

社協被災地支援・災害ボランティ

ア情報]

・全社協,職員3名を被災地
に派遣 [B:全社協被災地支援・

災害ボランティア情報]

・2011年労使交渉, 自動車
や電機などの主要企業が
組合要求に回答 [NK]

・NHK, 被災世帯の放送受
信料を8月まで6カ月間免
除すると発表 [NS]

・ドジャースの黒田, 5万ド
ル寄付を発表 [A]

・西武ライオンズ,所沢駅で
募金活動 [A]

・米国の歌手・シンディ・
ローパー, 3月16日～18日
に渋谷のBunkamuraオー
チャードホールで公演を
実施。ロビーには募金箱
も [A]

・スキーやスノーボードの
選手達が立ち上げた東日
本大震災の被災地支援プ
ロジェクト,全日本スキー
連盟がホームページで呼
びかけを開始 [A]

・大手レコード会社・エイ
ベックス,東日本大震災の
義援金として1億円寄付を
発表 [NS]

・ロンドンブーツ1号2号の
田村淳,ツイッターで物資
支援を呼び掛け [NS]

・警察庁,各都道府県警に対
し不正確な情報流布の懸
念と適切な広報を呼びか
け [A]

・さいたま市,全区役所に募金箱を設置 [A]

・埼玉県鶴ケ島市, 募金箱のほか, インターネットでのクレ
ジット決済方法や,交通系ICカード「Suica」「PASMO」で
寄付を募る [A]

・埼玉県羽生・久喜・加須の各市では,社会福祉協議会が募
金箱を設置 [A]

・埼玉県所沢・志木・川口・蕨・春日部・幸手・松伏の各市
町,役所や公共施設に募金箱を設置 [A]

・武蔵野銀行,節電・計画停電をうけて店舗外ATM約110箇
所を休止 [NK]

・さいたまコープ, 53店舗と組合員施設8カ所で募金箱を設
置。宅配サービスの注文書でも1口100円と千円の募金を
募る [A]

・プロ野球・埼玉西武ライオンズの選手,本拠がある埼玉県
所沢市の所沢駅構内で東日本大震災の支援を呼びかける募
金活動を実施 [A]

・文教大学の4年生ら約200人,地元の埼玉県越谷市内の駅や
スーパーで募金活動 [A]

・千葉県,東日本大震災で住宅を失った県内被災者のために,
千葉市など県内の国家公務員宿舎と県営住宅を確保。3月
17日から募集開始 [S]

‐千葉県富津市では, 津波でノリ網が軒並み被害を受け, ひ
どいところでは全滅との報告 [CN]

・茨城県の橋本昌知事,福島県からの越境避難民の受け入れ
について,市町村に一層の受け入れ枠の確保を記者会見で
要請 [I]

・午後茨城県では, 3月16日午後までに700人以上の避難者が
被ばく検査を受診。基準40ベクレルを超える人はなし [I]

・栃木県災害対策本部,県内で一部損壊となった住宅の棟数
がふくれあがり, 2万5千棟を超したと発表。全壊は55棟,
半壊は758棟。 [A]

・群馬県東吾妻町, 福島県南相馬市から避難する300人を受
け入れるとの報道 [J]

・群馬県高崎市, 市営住宅や長寿センターなどで避難者計
760人,藤岡市はみかぼみらい館などで避難者計560人の受
け入れが可能と県に報告 [J]

・群馬県伊勢崎市,既に受け入れの2家族9人に加え新たに5家
族21人が市営住宅に入居。さらに75人が入居を検討中 [J]

・群馬県太田市,避難者へ市営住宅24戸の提供を決定。不足
の場合は民間アパートなどを借り上げて提供する意向 [J]

・台湾:福島・宮城・茨城産の
酒すべてを放射性物質検査
の対象に追加 [NK]

・台湾:雲林県で, 複数名の医
者が資金を集め,キャベツ40
トンを被災地に贈呈との掲
載 [LT]

・中国:国務院, 温家宝首相主
催の常務会議を開催。福島
第1原発事故をうけて中国の
対処方針を決定。原子力の
安全計画の早期策定と策定
までの新規原発建設計画承
認の一時停止,国内全原発の
緊急安全検査実施が柱 [NK]

・中国:大連空港では, 全日空
成田発の航空貨物便が,基準
を超える放射線量が測定さ
れたとして荷おろしを許可
されず [NK]

・中国:格安航空会の社春秋航
空, 茨城-上海便を運休。相
次ぐ地震と福島第1原発事故
を懸念した措置か。30日ま
で運休予定 [NK]

・中国:人民網, 日本地震報道
チームの李潤沢記者による
電話情報(北京時間の15日午
後9時30分)に基づく「東京で
買いだめ現象, 心も限界に」
掲載 [RJ]

・中国:人民網, 「宮城県女川
町地元民の助けで中国人研
修生約百人が生還」の記事
掲載 [RJ]

・中国:「中日論壇」で,日本を
専門とする陳言氏が日本の
大地震, 大津波, 原発事故に
ついて解説 [RJ]

・中国:新京報,「東日本大震災
の報道から日本メディアの
プロ意識がうかがえる」と
指摘する記事を掲載 [RJ]

・香港:実業家・長江ホール
ディングズ会長が100万ドル
寄付 [A]

・ドイツ:政府が日本在住のド
イツ人に母国に避難するよ
う呼びかけ [BZ]

・在日ドイツ大使館,東京から
大阪に移転 [BZ]

・ドイツ:ベルリン・フィルハー
モニー管弦楽団,東日本大震
災の追悼演奏を行い, 黙と
う [A]

・フランス:経済・産業・雇用
相,復興支援について話し合
うため, G7の財務相・中央銀
行総裁による緊急会合を週
内に開催することを各国に
提案 [NK]

・在日ベトナム大使館, 3月16
日までに東北地方在住の自
国民のうち84人をバスで都
内に移送 [NK]

Wed.
16

Mar.

3月
16日
(水)
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全般 国/政治経済 原発/東電 自衛隊 米軍/米国 基礎的インフラ 生活/生産の基盤 学界/専門家組織

Thu.
17

Mar.

3月
17日
(木)

03:56 福島県浜通りを震源
とする地震, M4.4,同県楢
葉町で震度3 [Y]

04:00 福島県沖を震源とす
る地震, M4.5,同県新地町
で震度3 [Y]

06:16 福島県浜通りを震源
とする地震, M3.8,茨城県
北茨城市で震度3 [Y]

07:05 茨城県沖を震源とす
る地震, M4.6, 同県日立
市・鉾田市で震度3 [Y]

08:11 長野県北部を震源と
する地震, M3.1,同県山ノ
内町で震度3 [Y]

08:38 岩手県沖を震源とす
る地震, M5.6, 同県釜石
市・花巻市などで震度3 [Y]

・気象庁,大潮の満潮時の潮
位が場所により震災前よ
り1メートル前後高くなる
恐れがあるとして,浸水や
冠水に注意を促す [NK]

06:20頃 シドニー外国為替
市場で円相場が一時1ドル
=76円25銭をつけ戦後最
高値を更新 [A]

08:55 地震発生以降初の国
会再開となる衆院災害対
策特別委員会。出席者が
地震の犠牲者に黙祷 [Y]

09:00 東京株式市場で日経
平均株価が前日終値比180
円37銭安の8913円35銭で
取引開始 [Y]

09:17 東京株式市場で日経
平均株価が前日終値より
4454円16銭下落, この日
最大の下落幅 [A]

10:22 菅首相がオバマ米大
統領と電話で意見交換 [A]

10:30 与謝野経済財政相が
記者団にコメント,急激な
円高について「思惑先行
型の極めて投機的な動き。
不見識だ」 [Y]

10:34 衆院政治倫理確立・
公選法改正特別委で,被災
自治体で統一地方選挙を
延期する臨時特例法案が
可決 [A]

10:40 日経平均株価の下落
幅縮小。自衛隊による福
島第一原発所への放水を
受けて [A]

13:00 震災後初の衆院本会
議,冒頭で黙祷 [A]

18:00 第12回緊急災害対策
本部会議。副本部長に総
務相, 防衛相を追加し, 体
制強化 [W:官邸]

18:41枝野官房長官,民主党
の仙谷代表代行の官房副
長官起用,藤井副長官の首
相補佐官起用を発表 [A]

・夜 政府が, 緊急災害対策
本部の下部組織として被
災者生活支援対策本部を
設置 [A]

・与野党,被災自治体向けの
特別交付税圧縮の3年間凍
結を合意 [A]

・円相場16年ぶりの最高値
更新をうけ,経済界から政
府・日銀に為替介入を求
める声。岡村日本商工会
議所会頭,日本経団連米倉
会長,関西経済連合会下妻
会長らがコメント [NK]

・早朝ニューヨーク外国為
替市場で, 円相場が1ドル
=76円25銭まで急伸,最高
値を16年ぶりに更新 [NK]

04:00 福島第1原発5・6号機の原子
炉内の水位が下がる [メルトダウン]

07:20 福島第1原発3号機原子炉建
屋から再び白煙 [メルトダウン]

09:48 自衛隊ヘリ(CH-47)が福島
第1原発3号機の使用済み核燃料
プールに散水(計4回) [SDF]

19:00 警視庁機動隊の高圧放水車
が福島第1原発3号機に放水する
も目標に届かず。現場は放射線
量が高く危険として機動隊員ら
は退避 [A]

・福島第1原発2号機で電源復旧作
業始まる [メルトダウン]

・東電, 作業員320人が原発内で電
源用ケーブル敷設作業を実施 [A]

・夜自衛隊,福島第1原発3号機冷却
のため,航空災害時の消火に使う
消防車5台を投入し燃料プールに
放水 [NK]

・原子力安全・保安院,通常福島第
1原発にいる保安検査官が全員避
難し現場に1人もいないことが明
らかに [メルトダウン]

・原子力安全・保安院, 福島第1原
発に関する情報を掲載する「緊急
時情報ホームページ」を開設との
報道 [NK]

・人事院,原子力緊急事態宣言発令
の期間,一般職国家公務員の放射
線量許容上限を100ミリシーベル
トから250ミリシーベルトに引き
上げ [メルトダウン]

・IAEAの天野事務局長が官邸で菅
首相と会談。福島第1原発事故に
ついて情報提供の強化を要求 [NK]

・3月17日までに福島1原発に派遣
された技術者は, 東芝で60人, 日
立製作所で47人, IHIで30人 [NK]

・東電,青森県で計画中の東通原発
の工事を当面中止すると県に発
表 [NK]

03:00原子力災害派遣命令の一部変更命令 [SDF]

06:15空自:大滝根炊き出し部隊が田村市船引高校
にて炊き出し開始 [SDF]

07:04 空自:第3輸送航空隊C-1が救援用器材(防護
セット, 1.3トン)を百里に輸送 [SDF]

07:10空自:北空山田作業隊(人員9名,車両2台)が山
田漁港から国道45号線までのガレキ除去 [SDF]

07:11 空自:第1輸送航空隊C-130H×1機が救援物
資(医療品16トン, 糧食4トン)を福島空港に輸
送 [SDF]

08:40 空自:山田第1派遣隊(カーゴ1台, 人員30名)
が北浜地区で人命救助とガレキ除去 [SDF]

09:13海自:「にちなん」搭載艇により,志津川湾細
濱漁港にて,白米125kg,トイレットペーパー4箱
(400ロール)引渡し [SDF]

09:48原子力:CH-47が福島第1原発3号機の使用済
み核燃料プールに散水(計4回) [SDF]

10:57 空自:第1輸送航空隊C-130H×1機が救援物
資(8.5トン)を花巻空港に輸送 [SDF]

11:08海自:輸送艦「くにさき」が渡波公民館に救
援物資(おにぎり5000個,水)を輸送 [SDF]

11:30北沢防衛相とNRC幹部カスト氏が会談 [NK]

11:32空自:第2輸送航空隊C-1×1機が救援物資(3.9
トン)を花巻空港に輸送 [SDF]

11:41海自:輸送艦「くにさき」が渡波公民館にて
医療支援を実施 [SDF]

11:47 空自:第1輸送航空隊C-130H×1機が救援物
資(水)を花巻空港に輸送 [SDF]

12:57空自:第3輸送航空隊C-1×1機が救援物資(毛
布,水,紙オムツ)空輸のため福島着陸 [SDF]

13:46空自:第3輸送航空隊C-1×1機が救援物資(防
護マスク,防護衣,米)空輸のため福島着陸 [SDF]

14:24海自:下総消防車及び給水車搭載の水全てを
空自消防車MB-3に補給 [SDF]

14:33空自:第2輸送航空隊C-1×1機が救援物資(ビ
スケット)空輸のため福島着陸 [SDF]

15:31 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(カーゴローダー,毛布)空輸のため松島着陸 [SDF]

16:00陸自:第10師団司令部付隊が蔵王向山地区で
給水支援(3t), 丸森町筆甫(ひっぽ)避難所で給食
支援(460食)を実施 [SDF]

16:05 陸自:第9飛行隊UH915が新浜町へ食料毛布
等650kgを空輸, UH718が唐丹中学校へ食料毛布
等650kgを空輸 [SDF]

16:15 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
空輸のため松島着陸 [SDF]

16:19 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(水)空輸のため花巻着陸 [SDF]

16:36 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
空輸のため松島着陸 [SDF]

17:26 空自:第2輸送航空隊C-1×1機が救援物資
(防護マスク, ガスフィルタ)空輸のため花巻着
陸 [SDF]

17:30 陸自:第26普通科連隊が給水支援(3.4t)と炊
き出し(1220食)を実施 [SDF]

17:40 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(水)空輸のため花巻着陸 [SDF]

19:35原子力:空自の消防車が福島第1原発3号機へ
放水を開始 [SDF]

22:00 大規模震災災害派遣命令の一部命令変
更 [SDF]

・米オバマ大統
領,福島第1原発
の事故を受け原
子力規制委員会
に原発の安全性
に関する「包括
的な検証」を指
示したことを表
明 [NK]

・米国防総省, 米
軍核専門要員9
名の日本派遣を
発表 [A]

・未明米ルース駐
日大使,福島第1
原発80キロ圏の
米国人に避難を
勧告 [A]

08:00時点 NTT東日本が福島・宮城・岩
手・山形・茨城・栃木・新潟・長野の各
県に設置した特設公衆電話は計1,204
台 [W: NTT東日本]

16:00 国土交通省, 首都圏の鉄道各社に
17日夕のラッシュアワーの運転本数削
減を指示 [A]

16:00 宮古港の藤原地区が復旧, 船舶を
限定し供用開始 [W:港湾局・海上保安庁]

17:00 JR東日本や私鉄各社, 首都圏の大
規模停電の可能性を受け, 運転本数削
減を決定 [震災と鉄道全記録]

17:04青い森鉄道青い森鉄道線で銀河鉄
道が全線で運行再開 [震災と鉄道全記録]

18:17 JR大湊線が全線で運行再開 [震災と

鉄道全記録]

・JR東日本, 東北新幹線で架線切断470
箇所を確認 [A]

・国道4号で100%,国道45号で96%,それ
ぞれ全車両が通行可能に [NK]

・トヨタ自動車,東日本大震災の被災地
道路の通行実績情報を公開すると発
表 [NK]

・日本中央バス,仙台-佐野・桐生・前橋・
高崎間で運行再開 [W:国交省]

・日本中央バス, 仙台-板橋間で運行再
開 [W:国交省]

・国際興業・岩手県交通・JRバス東北・
JRバス関東・国際興業観光バス,盛岡-
東京間で運行再開 [W:国交省]

・小田急シティバス・秋田中央交通,秋
田-新宿で運行再開 [W:国交省]

・弘南バス・岩手県北バス,盛岡-青森間
で運行上再開 [W:国交省]

・岩手県北バス・岩手県交通・JRバス東
北・宮城交通・東日本急行,仙台-盛岡
間で運行再開 [W:国交省]

・岩手県北バス, 仙台-久慈間で運行再
開 [W:国交省]

・山交バス, 仙台-米沢間で運行再開 [W:

国交省]

・仙台空港,一部がれきを撤去し救援物
資を運ぶ航空機の利用が可能に [日経コ

ンストラクション; 4/11]

・岩手花巻空港,定期便の運航を再開 [NK]

・スカイマーク, 18・19日に茨城-羽田を
1往復,茨城-神戸を2往復臨時運行する
との報道 [NK]

・国交省,救助活動における航空機から
の物件投下の届出等に関する法手続
の弾力的運用を関係機関・団体に通
知 [W:国交省]

・川崎近海汽船,日立港を東京港に変更
し東京-釧路航路として運航再開 [W:川

崎近海汽船]

・東電, 3月17日の計画停電が最大規模
になると発表 [A]

・東北電力,予定していた計画停電の実
施を見送り [NK]

・森ビル,六本木ヒルズ施設内で自家発
電した電力の一部を3月18日から東電
に供給すると発表 [NK]

13:00日本商工会議所の岡村正会頭,「被
災地の商工会議所の復興再建に全力を
傾けたい」 [A]

15:00鈴木文部科学副大臣,定例会見で,
4月19日に実施予定の全国学力調査に
ついて「予定通りの実施はきわめて困
難」と述べ,延期を検討中と表明 [A]

16:00前パナソニック,ラジオ・テレビ・
乾電池・など13トン分の物資を積んだ
トラックが大阪府守口市の乾電池工場
を出発 [NK]

・京セラ,栃木で工場再開 [A]

・新日本製鉄,東京製造所の操業を17時
～20時まで停止。政府の電力抑制措置
検討を受けて [NK]

・東京エレクトロン,東京都港区の本社
とグループ工場など計3700人を早期
退社させる。政府の電力抑制措置検討
を受けて [NK]

・東芝, 社会インフラ設備の復旧・生産
部門を除き, 東電管内の事業所・工場
で社員を17時までに退社させ操業停
止。政府の電力抑制措置検討を受け
て, [NK]

・ノーリツ鋼機,写真現像機を製造する
子会社NKワークス(栃木県)で取引先
からの部品供給が停止。3月17・18日
の生産停止を決定 [A]

・富士ゼロックス,新潟事業所の業務用
印刷機の生産ラインを停止 [NK]

・日立製作所,白物家電をつくる子会社
工場(栃木県栃木市)の操業を再開 [A]

・夜 みずほ銀行の未処理決済が50万件
(6500億円)。前日より6万件増 [NK]

・みずほ銀行, システム障害の影響で
全国の約440店の窓口業務と約1600
箇所のATMが全て停止していると発
表 [NK]

・富国生命保険・大同生命保険・太陽生
命保険・三井生命保険・朝日生命保険・
ソニー生命保険, 被災者に対する契約
者貸付の金利を減免すると発表 [NK]

・午前支援物資乗せた水産庁の取締船,
石巻と釜石に到着 [A]

・国交省,政府の要請を受けたトラック
業者が3月16日午前9時時点で被災地
の441箇所に食料品約206万2000食,飲
料水80万7000本,毛布28万9000枚など
を届けたと発表 [NK]

・財務省,財団法人塩事業センターが備
蓄する食用塩900トンを放出すると発
表 [NK]

・厚生省,透析患者の受け入れを都道府
県に要請 [A]

・厚労省,被災した介護保険制度被保険
者が他市町村に転入した際の資格認定
について弾力的に対応することを事務
連絡 [W:内閣府]

・厚労省,被災者に係る利用料等の取扱
いについて事務連絡。被災した介護
サービス利用者等のうち, 利用料等の
支払いが困難な者について, 支払いの
猶予が可能に [W:内閣府]

08:44 日本地理学会, 「津波浸水マッ
ピング」の提案と作業を開始 [地理; 6

月号]

・土木学会,震災特別委員会内に山本
次期会長を座長とするタスクフォー
スを立ち上げ,第1回会議を開催。特
別委員会のミッション等について確
認 [W:土木学会]

・日本建築士事務所協会連合会,ホー
ムページに東日本大震災対策本部特
設ページを設置。「震災発生後の状
況等」, 会長声明「東日本大震災へ
の取り組みについて」(3月16日付)
を掲載 [W:日本建築士事務所協会連合会]

・都市再生機構,応急仮設住宅の建設
に係る支援要員を岩手・宮城・福島
3県に派遣。また, ニュータウン等
の事業中地区についての被害状況調
査を完了 [W: UR]

・日本行政書士連合会,法務省入国管
理局長に対し, 3月17日付で「東北地
方太平洋沖地震により多大な被害を
受けた地域における出入国管理行政
の特例措置について(緊急要望)」を
提出 [W:日本行政書士会連合会]

・日本社会福祉士会,「被災地支援の
ための当面の方針について」を決定
し, 都道府県社会福祉士会会長宛に
発信 [W:日本社会福祉士会]

・日本社会福祉士会に宮城県から支
援要請 [W:日本社会福祉士会]

・日本公認会計士協会,震災で決算を
作成できない企業への救済策を金融
庁や東京証券取引所などと緊急に協
議 [NK]

・日本薬剤師会の先遣隊,宮城県薬剤
師会と宮城県薬務行政を訪問。石巻
市を視察。 [W:日本薬剤師会]

・日本薬剤師会,支援薬剤師の募集に
ついて, 日本保険薬局協会と連絡。
また臨時記者会見で対策本部の対応
状況を発表 [W:日本薬剤師会]

・国立感染症研究所感染症情報セン
ター,「被災地・避難所でボランティ
アを計画されている皆様の感染症予
防について」を発表 [W: 国立感染症研

究所]

・国立がん研究センター,宮城県・福島
県にそれぞれ医療チームを派遣 [W:

国立がん研究センター]

・医薬基盤研究所, 震災の影響を受
け研究者を対象に, 細胞, ヒト由来
DNA・血清等, 及びマウス凍結胚・
精子の「保護預かり」を2012年3月
末まで無料にすると発表 [W:医薬基盤

研究所]

・日本経済研究センター研究本部,緊
急提言「5兆円規模の災害対策,早急
に―財源:子ども手当などの凍結で
――12年度からは『復興税』導入を
―」を発表 [W:日本経済研究センター]
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市民社会 原発事故の影響 文化/風俗/メディア 東京圏/計画停電 福島県 宮城県 岩手県 海外動向

10:00頃 原発に反対する
NPO, 参議院議員会館で
院内集会。元原子炉設計
者が「政府や東電は国民
に向けて正確で徹底した
説明を」と要求 [A]

・日本てんかん協会,被災地
でてんかん医療が実施で
きる医療機関の一覧を公
開。被災したてんかん患
者支援の目的 [W: 日本てん

かん協会]

・日本チェルノブイリ連帯
基金,被災地支援のための
募金を開始 [W:日本チェルノ

ブイリ連帯基金]

・セーブ・ザ・チルドレン・
ジャパン, 募金開始 [W:

JANIC]

・国際NGOハビタット・フ
ォーヒューマニティ・ジ
ャパンの学生支部Kyoto
Gaidai Habitat, 京都市で
街頭募金活動を実施 [W:ハ

ビタット・フォー・ヒューマニ

ティ・ジャパン]

・NPO法人救助犬訓練士
協会(神奈川県), 宮城県で
救援活動にあたったメン
バー8人が災害救助犬6頭
とともに海上自衛隊厚木
航空基地に帰還 [KS]

・NPO法人チャリティ・プ
ラットフォーム, 公益社
団法人シビック・フォー
ス, 一般財団法人ジャス
ト・ギビング・ジャパン,
アイビーエッジ株式会社
が物資支援表明ウェブサ
イト「できること」を開
設と発表。法人からの支
援表明を募る [W:シビック・

フォース]

・NPO法人セカンドハーベ
ストジャパン,救援物資の
現地運び込みを担当との
報道 [A]

・NPO法人エコロッジ協会,
被災地に向けて救援物資
を搬送開始 [W: エコロッジ

協会]

・”共生社会をつくる”セク
シュアル・マイノリティ
支援全国ネットワーク,
「東日本大震災の被災地に
おけるセクシュアル・マ
イノリティの対応に関す
る要望書」を政府緊急災
害対策本部へ提出 [W:セク

シュアル・マイノリティ支援全

国ネットワーク]

・あしなが育成会,震災で親
をなくした学生らを対象
に特別奨学金給付制度を
新設 [Y]

・福島県川俣町の水道水
で規制値をこえるヨウ素
を検出。厚労省が3月19
日に公表 [A]

・夕 福島市内の放射線量,
ピーク時の半分 [A]

・福島第1原発で避難した患
者のうち18名が搬送中/後
に死亡したと判明 [A]

・人事院,福島第1原発の関
連作業にあたる一般職国
家公務員に限り,放射線量
の許容上限を従来の100
ミリシーベルトから250
ミリシーベルトに引き上
げるよう規則改正 [NK]

・厚労省, 放射能汚染検査
のため医師・放射線技師
の派遣を各都道府県に打
診 [A]

・厚労省,食品の販売や加工
を禁止する放射線量の暫
定的な基準値を初めて策
定 [NK]

・厚労省,食品衛生法に基づ
き汚染食品の検査を自治
体に指示 [A]

・福井県の西川一誠知事,
経産省に安全確保策など
を求める緊急要請書を提
出 [A]

・東電, 東通原発の本格工
事見合わせを青森県に報
告 [A]

・日立製作所, 2011年3月期
の期末配当の予想を未定
にすると発表 [NK]

11:29枝野官房長官,記者会
見で,燃料などの買い占め
で被災地支援が滞ってい
るとして,改めて国民に冷
静な対応を求めた [A]

14:46 僧侶やキリスト教の
牧師ら, 震災発生から7日
目の同時刻に1分間の黙祷
などで死者を悼み被災者
の心のやすらぎを祈る [A]

16:00 日本音楽著作権協会
(JASRAC), 被災地での著
作権使用料を免除と発
表 [A]

17:20 青森公立大学(青森
市), 震災の影響を理由に
卒業生2人が企業の内定を
取り消されたことが判明。
大学事務局は「増えるか
もしれないので心配だ」
[A]

・プロ野球, セリーグは予
定通り3月25日開幕, パは
4月12日へ延期と発表 [A]

・サッカーの復興支援試合
(3月29日予定)で, ニュー
ジーランド側が放射能不
安のため参加を辞退 [A]

・サッカーのモンテネグロ
代表が日本だけでなく韓
国の試合(29日予定)を中
止 [A]

・JRA, 3月いっぱいの競馬
を「東北関東被災地支援
競馬」とし,支援活動の概
要を発表 [NS]

・神田祭が中止。氏子の代
表者会議で決定 [NK]

・文科省, 4月19日予定の全
国学力・学習状況調査の
実施を延期する方針を決
定 [NK]

・トヨタ自動車やパナソ
ニックなど, 2012年春の
新卒採用について,筆記試
験や面接などの選考を当
初予定の4月から6月以降
に延期すると発表 [NK]

・大手損害保険会社, 2012
年春入社の新卒者採用面
接を5月以降に遅らせる方
針を決定との報道。被災
学生に配慮 [NK]

・弘前大学,内定取り消しの
場合に,企業へ保留要請す
ることを決定 [A]

・卒業式を中止する大学,首
都圏で相次ぐとの報道。
余震に加えて計画停電へ
の協力が主な理由。式典
費用を義援金に充てる動
きも [NK]

03:00英外務省,日本にいる英国民に対し,東京と東京より北
の地域からの退避を検討するよう呼びかけ [A]

05:20頃 さいたま市の女性(65), 交差点でトラックにはねら
れ重体。計画停電の影響で信号と最初に運ばれた病院の
CTが止まる [A]

05:30国道50号(茨城県筑西市新富士見橋),通行止め解除 [W:

関東地方整備局]

06:30茨城県潮来市で,避難所の日の出中学校の体育館と地
面に液状化現象で20センチほどの隙間 [A]

・東電,午前7時から第5グループの一部地域で計画停電を開
始。第1・第5グループでは,今回初となる同一グループ1日
2回目の停電を実施 [NK]

09:00時点茨城県内30市町村7920人が避難所生活 [I]

・東電, 午前9時20分から予定の第1～第4グループ内の全地
域で計画停電を実施。グループ内全地域での停電実施は
初 [NK]

10:00埼玉県秩父市,計画停電で薄暗いなか発電機の照明で
市議会本会議。議員は「被災地のことを思えば仕方がな
い」 [A]

13:45海江田経産相,節電求める談話を発表。「需要量が供給
量を大幅に上まわり,夕方から予測不能な大規模停電の恐
れ」 [A]

14:00時点 NTTドコモ茨城支店によると, 常陸太田市, 日立
市,東茨城郡の一部地域で復旧に遅れ [I]

14:40頃 千葉県浦安市, 市内ほぼ銭器で初めての計画停電。
被災地のため計画停電の回避が決定していたが,突然の実
施に地元からは怒りと不安の声。正午前に東電から災害対
策本部に通告 [CN]

15:00時点福島県から茨城県への越境避難者は,茨城県有5施
設と10市町の避難所で計1221人 [I]

15:00時点 最大時約87万世帯あった茨城県内の停電, 潮来・
鹿嶋市の2561世帯に減少 [I]

16:00 国交省, 電力逼迫を受け, 首都圏の鉄道各社に, 3月17
日夕の運転本数削減を指示 [A]

16:40時点 茨城県内の放射線量は, 茨城県北茨城市で毎時
1.130マイクロシーベルト, 高萩市0.352マイクロシーベル
ト,大子町0.177マイクロシーベルト [I]

17:00以降 JR東日本,山手線や京浜東北・根岸線・埼京線の
ほか,常磐線の各駅停車を1割程度減 [NK]

17:00以降東急電鉄,運行本数を全線で5割減 [NK]

18:40神奈川県厚木市,計画停電中の交差点で死亡事故 [A]

19:53東電の藤本孝副社長,懸念された大規模停電について,
「節電と計画停電で回避できる」と会見で発言 [A]

・午前東電, 3月17日の計画停電が最大規模になると発表 [A]

・3月17日の東電の計画停電で, 1820万世帯が停電。第1と第
5グループは初めて2度停電 [A]

・東京メトロ, 17時～20時の運行本数を全線で通常より1～2
割減 [NK]

・西武鉄道,池袋線と新宿線を6割減で運行 [NK]

・小田急電鉄,通常の7割程度の特別ダイヤで運行 [NK]

・東京都公園協会,鉄道運休に対応するため,水上バス(千住・
両国・浜町)を運航。3月23日まで [A]

・首都圏の家電量販店, 3月17日も乾電池の品薄続く [NK]

・東京都,節電のため,都立の動物園や水族園計4園を当面閉
園 [A]

・東京武道館と味の素スタジアム,福島県からの避難者の受
入を開始 [A]

・東京都千代田区,秋葉原の歩行者天国を安全確保のため当
面中止との連絡を警視庁から受けたと発表。19日から中
止 [NK]

・森ビル,六本木ヒルズ施設内で自家発電した電力の一部を
3月18日から東電に供給すると発表 [NK]

・二子玉川ライズ・ショッピングセンター(東京都), 3月17日
の開業予定を19日に延期 [NK]

09:45郡山市では,「全村避難」した川内村
の住民が,避難所の大型テレビで福島第1
原発への放水準備などのニュースをみつ
めた [A]

・夕 福島市内の放射線量, ピーク時の半
分 [A]

・福島県川俣町の水道水で規制値をこえ
るヨウ素を検出。厚労省が3月19日に公
表 [A]

・福島県のスクリーニングを受けたのは3
月17日までに14198人。このうち県が設
定した基準値を超えたのは43人。いずれ
も再検査の結果,基準値を下回った [FP]

・福島県, ヨウ素剤を住民に配った三春
町に対して3月17日までに回収を指示。
町は専門家の意見を踏まえ15日に配布。
「住民はすでに服用しており回収できな
い」としている [FP]

・南相馬市, 希望する全市民を新潟県阿賀
町と群馬県片品村に退避させることを決
定 [FP]

・いわき市と相双地区の透析患者約800人,
安定した治療を受けるため新潟県と東京
都に移動 [FP]

・郡山市のビッグパレットふくしまに避
難していた富岡町と川内村の被災者のう
ち,約250人が富岡町の友好都市・埼玉県
杉戸町に移動 [FP]

・東京武道館と味の素スタジアム, 福島県
からの避難者の受入を開始 [A]

‐避難所運営が長期化するなか, 被災者を
受け入れている市町村では, 通常業務に
支障が出る恐れがあるなど, 体制の見直
しが喫緊の課題 [FP]

・福島第1原発で避難した患者のうち18名
が搬送中/後に死亡したことが判明 [A]

・福島県飯坂温泉, 水道未復旧だが11軒が
温泉施設を開けている [A]

・福島交通・会津乗合自動車,会津若松-郡
山でバス運行再開 [W:国交省]

07:00過ぎ 仙台市内のガソリ
ンスタンド「出光仙台一番
町SS」では, 開店前に150台
以上の車の列 [NK]

07:30ダイエー仙台店では,開
店2時間前から2000人を超え
る大行列 [NK]

20:00時点 警察庁のまとめ
によると, 宮城県県内の死
者は3158人。3000人を超え
る [K]

・宮城県,ホームページで避難
者名簿の公表を開始 [K]

・宮城県, 精米施設の被害で,
県内で精米したコメが不足
しているとの見解を提示。
県災害対策本部にて [K]

・村井県知事,燃料不足につい
て,仙台港地区にある製油所
からの灯油・軽油の供給が3
月18日に始まることを表明。
被災地への供給を優先 [K]

・宮城県, 福島第1原発事故を
うけ,福島県からの避難住民
の受け入れ可否について,県
南内陸部の市町村を中心に
意向確認を開始 [K]

・避難所となっている仙台市
若林区の六郷小学校で, 70代
女性が校庭に設置された仮
設トイレの前で死亡してい
るのが発見される [K]

・石巻市の前町長,土井喜美夫
氏(67), 震災の犠牲になって
いたことが判明 [K]

・国道45号(大槌町浪板橋),復
旧工事によって片側交互通
行で交通路が確保される [W:

東北地方整備局]

13:10 遠野市への移動を希望
する大槌町避難所の34人,市
のバスで同市に到着。避難
所や親戚宅へ向かう [A]

15:30 大船渡市で避難所とな
っている綾里中学校の体育
館では,同市職員が拡声機で
避難者に「貯水槽の水がな
くなりました。トイレの水
は手流しで」 [A]

20:00 国道45号(浪坂橋), 片側
通行が可能に [W:国交省]

・岩手県内陸から沿岸に通じ
る国道の規制解除と国道45
号の復旧の進展により,各地
の避難所で,被災者が家族や
友人との再会を果たす [IN]

・午前支援物資乗せた水産庁
の取締船, 石巻と釜石に到
着 [A]

・警察・消防・自衛隊による
生存者の捜索活動, 3月17日
で終了。18日朝から再度,全
関係機関で救出を待つ生存
者がいないか被災地全体を
点検 [IN]

・達増県知事, 大津波災害に
伴い2010年度補正予算134
億2700万円と仮設住宅設置
経費400億円の債務負担行為
設定を専決処分。被災者の
物資調達や住居確保など緊
急対策を講じる [W:岩手日報]

・神奈川県相模原市の照明機
器製造の相光技研,相模原市
が大船渡市に送る支援物資
とともに,移動式太陽光発電
装置を運び,大船渡市内の避
難所に無償に提供 [NK]

03:00 イギリス:外務省, 日本
にいるイギリス国民に対し,
東京と東京より北の地域か
らの退避を検討するよう呼
びかけ [A]

15:38 韓国:外交通商省, 日本
に滞在している韓国人に向
け, 福島第1原発の半径80キ
ロ圏外への退避を勧告 [A]

・外務省(日本)によると,パナ
マ・クロアチア・コソボ・リ
ベリアほか計8カ国から, 大
使館を一時閉鎖するとの通
知があった [A]

・3月17日までに,韓国,イギリ
ス, オーストラリア, ニュー
ジーランド,メキシコの各政
府が福島第1原発80キロ圏外
への退避を勧告 [A]

・アメリカ:オバマ大統領,「健
康を害するレベルの放射線
が米国に到達することない」
と米国民に冷静な対応を呼
びかけ [メルトダウン]

・アメリカ:オバマ大統領,「今
回の事故から教訓を学ぶ責
任ある」とNRCに米国内原
発の安全性の調査を求めた
ことを表明 [メルトダウン]

・アメリカ:GM,日本からの部
品調達が滞り,ルイジアナ州
の完成車工場を3月21日から
操業停止すると発表 [NK]

・イスラエル:ネタニヤフ首相,
福島第1原発事故をうけて,
同国初の原発の建設構想を
中止することを決定との報
道 [NK]

・インド:シン首相, 在インド
日本大使館を弔問 [A]

・インド:インド準備銀行, 震
災による石油価格上昇の懸
念を示す [A]

・韓国:アナシア航空, 3月26日
までの茨城-ソウル便の運休
を決定との報道 [NK]

・韓国:政府が仁川空港と金浦
空港で日本から到着した乗
客のうち希望者を対象に放
射線検査を開始 [NK]

・台湾:外交部, 日本にいる台
湾国民に対して,東京からの
退避検討を呼びかけ [LT]

・台湾:台北保安宮(廟), 日本
赤十字社に3000万を直接寄
付 [LT]

・中国:上海の大型スーパーで
塩が開店直後売り切れ [A]

・中国:環境保護部原子力・放
射線安全センターと原子力
安全設備監督管理技術セン
ター主任田佳樹,中国の原発
建設の安全性は確保されて
いると述べる [RJ]

Thu.
17

Mar.

3月
17日
(木)
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全般 国/政治経済 原発/東電 自衛隊 米軍/米国 基礎的インフラ 生活/生産の基盤 学界/専門家組織

Thu.
17

Mar.

3月
17日
(木)

・海江田経産相,東電管内での「精いっ
ぱいの節電」緊急談話を発表 [A]

・海江田経産相,石油各社に供給体制強
化を要請 [A]

・経産省, 「東北地方(被災地)及び関東
圏でのガソリン・軽油等の供給確保―
緊急の供給確保措置と拡大輸送ルート
の設定―」を公表 [W:経産省]

・昭和シェル石油など,石油製品の輸出
契約をキャンセルし国内向けに振り分
けるとの報道 [NK]

・東燃ゼネラル石油,川崎製油所で一部
装置を再稼動 [W:東燃ゼネラル石油]

・出光興産, 塩釜製油所(宮城県)を再稼
働 [NK]

・出光興産と昭和シェル石油,石油製品
の供給不安が続いていることを受け,
19日から25日まで石油製品の出荷価
格を据え置く方針を決定 [NK]

・日本LPガス協会,会員企業の「相互支
援協定」を発動したと発表 [NK]

・日本エネルギー経済研究所,東日本大
震災による石油需給への影響に関する
リポートを公表。来週にかけて日量約
78万バレルの能力が復帰の見通し [NK]

・NTTドコモ,「災害用伝言板サービス」
のメッセージ登録可能地域を全国に拡
大 [W: NTTグループ]

・国際電気通信連合,衛星移動通信端末
等(153台)を貸与 [W:外務省]

・厚労省,医師等の医療関係職種の免許
申請等に係る取扱いについて通知。申
請書の添付書類を弾力化し, 申請書の
提出先を拡大。また震災により免許証
をなくした者に免許を有する旨の証明
書を発行 [W:内閣府]

・厚労省,被災地の企業を対象に,賃金や
手当の一部を助成する雇用調整助成金
の支給要件緩和を発表 [NK]

・厚労省,通信事情等から医師の具体的
指示が得られない場合に救急救命士が
救急救命処置を行うことを認める旨を
各都道府県に連絡 [W:厚労省]

・総務省,被災市町村支援のため総務省
職員を派遣開始 [W:総務省]

・国交省, 東日本大震災で実施困難と
なった公共工事を一時中断するよう建
設業者に要請したことを発表 [NK]

・環境省,災害廃棄物処理を進めるため
廃棄物収集車両を優先的に給油対象と
するよう, 3月17日までに経産省に申し
入れと発表 [NK]

・警察当局,岩手・宮城・福島3県に検視
官約695人を配置と報道 [NK]
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市民社会 原発事故の影響 文化/風俗/メディア 東京圏/計画停電 福島県 宮城県 岩手県 海外動向

・連合によると,春季労使交
渉のヤマ場があった17日
までに経営側から回答を
引き出した傘下労働組合
数は107。多くが安否確
認・救援活動を優先し交
渉を延期 [NK]

・東日本大震災労働者対策
本部・(全国労働組合総連
合・全農協労連)・新日本
婦人の会・全国商工団体
連合会・全日本民主医療
機関連合会・農民運動全
国連合会,政府に対し「被
災者対策強化のための緊
急要求」を提出 [W:全労連]

・早稲田・慶応・上智・青
山学院・中央・法政・立
教などの各大学で3月17
日までに卒業式が中止 [A]

・東京ディズニーランドで
一夜明かした東京都港区
の中学生, 新橋で募金活
動 [A]

・八王子市職員,街頭で募金
活動。1億円目標 [A]

・イケアグループ,顧客が通
常の半額で布団などの物
資を購入し,被災地に送る
ことができる支援策を関
西の2店舗で3月17日から
開始 [A]

・全国の動物園や水族館が
加盟する日本動物園水族
館協会,被災地以外の園に
呼びかけてエサを集め,エ
サ不足の動物園へ搬送を
開始 [A]

・NHK, 3月12日から休止の
連続テレビ小説を19日か
ら再開すると発表。13日
放送予定の大河ドラマは
20日に放送 [NK]

・集英社,震災の影響で「少
年ジャンプ」などの発売
を延期すると発表 [NS]

・日本文芸社,「週刊漫画ゴ
ラク」連載中の「白竜～
LEGEND～」(原作・天王
寺大氏/画・渡辺みちお氏)
の「原子力マフィア編」
を3月18日発売(4月1日号)
から中断と発表 [W: 日本文

芸社]

・茨城県, 偕楽園の復旧に
半年から1年かかると発
表 [NK]

・西武の外国人選手4人,球
団の許可を得ずに一時帰
国 [NS]

・一時帰国しようとする在
日外国人が再入国許可求
め入管に殺到,行列 [NS]

・日本赤十字社の正・副社
長が天皇・皇后に「日赤の
救護活動等について」説
明 [皇室; 51]

・警視庁は, 計画停電時の
犯罪注意をHPでよびか
け [A]

・警視庁,震災に乗じた詐欺
や悪質商法への注意を呼
びかけ [A]

・警察庁,ネット関連の4業
界団体でつくる「違法情
報等対応連絡会」に対し,
デマを発信した利用者へ
の注意喚起を依頼 [A]

・H&M, 日本本部機能の一部を東京から大阪に移すと発
表 [A]

・外務省(日本)によると, パナマ・クロアチア・コソボ・リ
ベリアほか計8カ国から,大使館を一時閉鎖するとの通知が
あった [A]

・計画停電初日の14日から運休が続いているJR相模線につ
いて,神奈川県寒川町の山上貞夫町長がJR東日本横浜支社
を訪れ運転再開を要望 [KS]

・神奈川県相模原市の照明機器製造の相光技研,相模原市が
大船渡市に送る支援物資とともに,移動式太陽光発電装置
を運び,大船渡市内の避難所に無償に提供 [NK]

・横浜税関によると, 県内拠点の通関業務は, 東日本大震災
の影響はなく支署・出張所も含め全て正常稼働 [KS]

・NPO法人救助犬訓練士協会(神奈川県),宮城県で救援活動
にあたったメンバー8人が災害救助犬6頭とともに海上自衛
隊厚木航空基地に帰還 [KS]

・東日本大震災の広域緊急援助隊として,福島県内で救命活
動にあたっていた神奈川県警第1・第2機動隊所属の37人が
3月17日までに帰県 [KS]

・東日本大震災の被災者受け入れのため神奈川県が確保し
た公営住宅は計721戸。被災地の自治体と協議し, 被災者
の希望に応じ入居進める [KS]

・神奈川県,県立海洋科学高校の実習船「湘南丸」を使い,福
島県へ生活支援物資を輸送すると発表 [KS]

・夜間の計画停電時,神奈川県秦野市では市民の安心と安全
を守るため消防団員が巡回警備。犬の散歩の際に地域を見
守る「わんわんパトロール隊」も協力 [KS]

・東電千葉支店, 福島第1原発事故で上空から注水にあたる
自衛隊ヘリコプターの発着拠点となる陸自木更津駐屯地の
業務に支障をきたさないよう計画停電対象外とすることを
発表 [NK]

・福島県いわき市小名浜の水族館「アクアマリンふくしま」
からセイウチ,トド,ゴマフアザラシなどが,千葉県鴨川市
の鴨川シーワールドに「避難」 [A]

・JR常磐線, 取手-土浦の復旧が終了。3月18日から上野-土
浦で普通列車のみ本数を減らし運転を再開 [I]

・東京ガス日立支社管内の約2万1500世帯と土浦市内約5800
世帯のガス供給,全復旧まで2週間必要 [I]

・茨城県内の水道,神栖・潮来・大洗の3市町全域で断水。一
部断水の28市町村と合わせ県内約13万世帯が水道を利用
できず [I]

・NTT東日本水戸支社によると, 茨城県内の固定電話は潮
来・神栖市など鹿行地域を中心に一部で通話・通信ができ
ない状況 [I]

・茨城県内の住宅被害は,全壊196棟,半壊1009棟,一部損壊
2万9128棟で計3万棟を超え。床上・床下浸水は763棟 [I]

・茨城県つくば市市民課,福島県から転入手続きに訪れた人
に対し,放射能汚染の有無を調べるスクリーニング検査を
受けた証明書の提示を求めるよう担当窓口職員に通知 [I]

‐茨城県, 3月17日までに,住宅の全壊や大規模半壊した世帯
などに支援金を支給する被災者生活再建支援法を適用する
と発表。茨城県の適用は初 [I]

・午後栃木県日光市の日光地区観光協会連合会と同市の企
業から,茨城県大洗町役場に食品や生活物資が2トントラッ
ク1台分届く [I]

・栃木県,地震による県内の農作物や生産施設などの被害額
が3月16日時点で約11億円に上ると発表 [NK]

・ノーリツ鋼機, 写真現像機を製造する子会社NKワークス
(栃木県)で取引先からの部品供給が停止。3月17・18日の
生産停止を決定 [A]

・日立製作所,白物家電をつくる子会社工場(栃木県栃木市)
の操業を再開 [A]

・中国:青島検験検疫局, 震災
後に日本から入国する人員
や荷物,貨物に対する放射線
検査を強化する旨の記事が
人民網に掲載 [RJ]

・在日中国大使館被災地業
務チーム, 中国国民1人が石
巻市で亡くなったことを確
認 [RJ]

・中国:チャイナネットに「日本
で中国行き航空券が購入難,
価格高騰」の記事掲載 [RJ]

・ドイツ:メルケル首相, 在ド
イツ日本大使館を弔問 [A]

・ドイツ:緑の党が注目され支
持されるようになる [BZ]

・ドイツ:BMWグループが
100万ユーロを被災地に寄
付 [BZ]

・ブラジル:鉄鋼世界最大手の
ヴァーレ,日本の製鉄各社に
対する鉄鉱石の出荷につい
て「数量などの変更に無条
件で応じる」と発表 [NK]

・ブラジル:サンパウロで日
系外国人団体の主催による
「震災犠牲者追悼ミサ」。約
500人が犠牲者の冥福を祈っ
た [NK]

・フランス:外務省,原子力大手
アレバとフランス電力公社
(EDF)が日本向けに放射線
防護服などの物資を送った
と発表 [NK]

・EU:ファン・ロンパイ大統領,
3月24日～25日のEU首脳会
議で原子力安全対策を緊急
討議する方針を, 16日の欧州
議会で表明 [NK]

・ITU(国際電気通信連合), 衛
生移動通信端末等を日本に
貸与。3月22日まで [W: 外務

省]

・WHO(世界保健機関), 関係
者及び一般市民に向けて,核
放射線予防対策としてヨウ
化カリウムやヨウ素を含ん
だ製品を使って自分で治療
することへの警告を発表 [W:

外務省]
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17日
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・群馬県町村会,県内23町村の公営住宅に1年程度,原則無料
で東北各県の被災者を受け入れると決定。2849人が入居
可能という [J]

・群馬県, 1万2千人の一時避難を想定し避難者受け入れ本部
を設置。池本副知事を福島県に派遣し避難者受け入れを申
し入れ [J]

・群馬県東吾妻町に, 福島県南相馬市からの避難者310人が
到着 [J]

・山交タウンコーチ, 計画停電に伴うJR身延線代替バス(内
船-甲府)運行。4月12日以降は計画停電の実施時のみ運
行 [W:国交省]
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17
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3月
17日
(木)
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Fri.
18

Mar.

3月
18日
(金)

03:55 福島県沖を震源とす
る地震, M5.7,茨城県常陸
太田市で震度3 [Y]

06:24 岩手県沖を震源とす
る地震, M4.9,同県釜石市
などで震度3 [Y]

09:41 茨城県沖を震源とす
る地震, M5.4,水戸市など
で震度3 [Y]

14:35警察庁,死者数が6539
人に上ったと発表。阪神
大震災の死者数6434人を
超える [Y]

14:46地震から1週間。被災
者らが発生時刻に合わせ
て黙とう, 牲者の冥福を
祈った [Y]

17:01 茨城県沖を震源と
する地震, マグニチュー
ド5.4, 同県神栖市で震度
4 [Y]

22:00 消防庁の発表によ
ると, 死者3870人, 行方不
明者8437人, 負傷者2679
人。建物では全壊6143
棟, 半壊4067棟, 一部破損
108260棟。確認されてい
る避難者数は合計398509
人 [W:消防庁]

・国土地理院が津波によ
る浸水範囲の面積(概略
値)を発表。宮城県が284
平方km, 岩手県が49平方
km, 福島県が67平方km,
青森県が2平方kmで,合計
401平方km [W:国土地理院]

09:00頃 G7財務相・中央銀
行総裁による緊急電話会
議終了後に,野田財務相が
円高阻止の協調介入に合
意したことを表明 [A]

10:25 蓮舫消費者相が閣議
後に記者会見。東京都内
のコンビニエンスストア
での視察について報告 [Y]

11:00細川厚労相,子ども手
当法案について予算の一
部を被災地支援に回すこ
とを容認すると会見で表
明 [A]

11:00 参院本会議で全議員
が黙祷。その後,被災した
自治体で統一地方選挙を
延期する臨時特例法案が
賛成多数で可決 [A]

11:15 海江田経産相が閣議
後の記者会見で,西日本に
救援物資などの増産を呼
びかけ [A]

13:15 日経平均株価が前日
終値より312円93銭高い
9275円60銭をつける。円
高阻止への日米欧の協調
介入が好感 [A]

14:15天野之弥・IAEA(国際
原子力機関)事務局長が菅
首相と面会 [A]

・午前政府,震災に伴う自営
隊の活動経費を補充する
ため, 2010年度予算の予
備費から54億円を拠出す
ることを閣議で決定 [NK]

・松本防災相が福島県南相
馬市を視察。その後福島
県災害対策本部で佐藤知
事と面会 [FP]

・近藤環境副大臣,被災地で
の災害廃棄物の状況把握
のため樋高大臣政務官を3
月20・21日に宮城県へ派
遣すると発表 [NK]

・民主党,閣僚などの枠を拡
大する法改正について野
党と基本合意 [NK]

・各党・政府震災対策合同
会議で,民主党岡田幹事長
は閣僚の数を17人から最
大20人まで増やせるよう
内閣法を改正する案を提
示 [NK]

・総務省,特別交付税「初動
経費」を被災4県に配布 [A]

・日銀, 2011年度から3年間
の業務や組織運営を定め
る中期経営計画を公表。
東日本大震災ふまえ金
融システム安定化や円
滑な資金決済の確保に万
全の措置をとることを明
記 [NK]

00:16東電, 福島第1原発3号機への
自衛隊消防車両による放水につ
いて会見で「建屋から水蒸気が上
がったということは,除熱したと
いうことで一定の効果があった
のだろう」 [A]

03:20東京消防庁, 特殊災害対策車
や送水車など30台と隊員139人を
福島第1原発に派遣 [A]

09:20頃 原子力安全・保安院, 福島
第1原発の電源復旧作業について
会見で「(東北電力の送電線から
引くケーブルを)今日中に1, 2号
機に接続したい」 [A]

10:22東電,福島第1原発1・2号機へ
の電源引き込み工事を徹夜で進
めた結果,配電盤の設置を完了し
たと会見で説明 [A]

10:36 東電, 福島第2原発での事態
収束を明らかに。一時, 機能しな
かった冷却系が復旧 [A]

14:00頃 自衛隊, 福島第1原発3号機
を冷却するための放水作業を開
始 [A]

14:15 IAEA(国際原子力機関)の天
野事務局長が菅首相と面会。原
発事故対応を協議 [A]

14:42 米軍の高圧放水車, 福島第1
原発3号機へ放水 [NK]

16:00 放射線医学総合研究所が会
見。原発事故でこれまでに作業
員や自衛隊員ら計171人の検査を
したと発表。重症者はいない [A]

17:48原子力安全・保安院,福島第1
原発のINES暫定結果を発表。1・
2・3号機は「レベル5」, 4号機「レ
ベル3」 [NK]

19:12東電の小森明生常務, 東電幹
部として初の福島県入り [A]

・東電, 福島第1原発1～6号機の使
用済み核燃料の保管状況発表。
4546本 [A]

・3月18日以降, IAEA(国際原子力
機関)の放射線計測専門家チーム
16名, 海洋放射線計測専門家1名,
IAEA国際支援調整官1名が日本
に到着 [W:外務省]

・ムーディーズ・ジャパンとスタン
ダード・アンド・プアーズ, 東電
の長期格付けを引き下げると発
表 [NK]

06:13 空自:第1輸送航空隊KC-767×1機が小牧
から福島へ救援物資(おにぎり及びパン)を空
輸 [SDF]

07:56 空自:第2輸送航空隊C-1が救援物資(カップ
麺)空輸のため松島到着 [SDF]

08:20 空自:第2輸送航空隊C-1×1機が入間から松
島へ救援物資(カップ麺)を空輸 [SDF]

08:27 空自:第3輸送航空隊C-1が救援物資(パン)空
輸のため花巻着陸 [SDF]

08:31 空自:第2輸送航空隊C-1が救援物資(カップ
麺)空輸のため松島着陸 [SDF]

08:51 空自:那覇ヘリCH-47J×1機が入間から松島
へ救援物資(カップ麺及び燃料)を空輸 [SDF]

09:00 空自:第3輸送航空隊C-1×1機が千歳から松
島へ救援物資(水)を空輸 [SDF]

09:27 空自:第1輸送航空隊C-130が救援物資(水)空
輸のため松島着陸 [SDF]

09:45 空自:第1輸送航空隊C-130が救援物資(水)空
輸のため松島着陸 [SDF]

09:54 空自:那覇ヘリCH-47が救援物資(カップ麺)
空輸のため松島着陸 [SDF]

10:00防衛省に原子力災害に関する連絡会議設置。
NRC,在日米軍担当者も参加 [NK]

11:07 空自:第2輸送航空隊C-1×1機が入間から松
島へ救援物資(カップ麺)を空輸 [SDF]

11:52 空自:第3輸送航空隊C-1×1機が福岡から福
島へ救援物資(毛布,水,紙おむつ)を空輸 [SDF]

12:36 空自:第3輸送航空隊C-1×1機が名古屋から
花巻へ救援物資(パン)を空輸 [SDF]

13:02 空自:第3輸送航空隊C-1×1機が千歳から松
島へ救援物資(水)を空輸 [SDF]

13:08 空自:第3輸送航空隊C-1×1機が名古屋から
福島へ救援物資を空輸 [SDF]

13:21 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が小牧から
花巻へ救援物資(パン)を空輸 [SDF]

13:24空自:入間ヘリCH-47J×1機が患者等13名を
庄内空港へ空輸 [SDF]

14:17 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が千歳から
松島へ救援物資(水)を空輸 [SDF]

14:32 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が千歳から
松島へ救援物資(水)を空輸 [SDF]

14:39 空自:第2輸送航空隊C-1×1機が入間から松
島へ救援物資(カップ麺)を空輸 [SDF]

15:01 空自:第2輸送航空隊C-1×1機が入間から松
島へ救援物資(カップ麺)を空輸 [SDF]

15:27 空自:第2輸送航空隊C-1×1機が入間から松
島へ救援物資(カップ麺)を空輸 [SDF]

15:37 空自:入間ヘリCH-47J×1機が患者等9名を
庄内空港へ空輸 [SDF]

15:52 空自:第2輸送航空隊C-1×1機が入間から福
島へ救援物資(パン)を空輸 [SDF]

16:07空自:飛行開発実験団C-1×1機が岐阜から花
巻まで支援物資を輸送 [SDF]

16:17 空自:三沢ヘリCH-47J×1機が患者等を庄内
空港に空輸 [SDF]

16:20 空自:入間ヘリCH-47J×1機が庄内から松島
へ救援物資(糧食等)を空輸 [SDF]

16:59 陸自:第9飛行隊UH915が青森空港・大船渡
東高校へ食料品を空輸 [SDF]

17:33 空自:三沢ヘリCH-47J×1機が庄内から松島
へ患者を空輸 [SDF]

17:57陸自:第1大隊が給水作業を終了 [SDF]

18:21 空自:第2輸送航空隊C-1×1機が小牧から花
巻へ救援物資を空輸 [SDF]

・米軍厚木基地,
震災救援物資
の輸送拠点を公
開 [A]

05:22 JR田沢湖線が全線で運行再開 [震

災と鉄道全記録]

06:00 NTTドコモの「災害用伝言板サー
ビス」,スマートフォンからもメッセー
ジ登録可能に [W: NTTグループ]

08:56 秋田新幹線盛岡-秋田間で運転再
開 [震災と鉄道全記録]

10:00 TBSラジオ, 避難所に電池式ラジ
オを配ることを決め募集を開始 [A]

10:00 仙台塩釜港, 中野地区高松埠頭岸
壁及び航路が復旧。緊急物資輸送等に
従事する船舶を対象に供用開始 [W: 港

湾局・海上保安庁]

14:00頃 国 道4号 か ら 国 道6号, 45号
に到達可能な16ルートのうち15
ルートが通行可能に。また国道45
号の97%(481km中464km)が通行可能
に [W:国交省]

15:00時点 NTT東日本が福島・宮城・岩
手・青森・山形・茨城・栃木・群馬・千
葉・埼玉・新潟・長野の各県に設置し
た特設公衆電話は計1,437台 [W: NTT東

日本]

17:00鹿島港の北公共埠頭地区C岸壁,船
舶を限定し供用開始 [W:関東地方整備局]

・常磐線(取手―土浦)が上下線で運転再
開 [NK]

・十和田観光電鉄,七戸十和田-東京間で
運行再開 [W:国交省]

・NEXCO東日本,北関東自動車道(太田
桐生IC―佐野田沼IC)で19日正午に一
般車両が通行できるようにすると発
表 [NK]

・岩手県北バス・京浜急行バス, 宮古・
盛岡-浜松町・品川間で運行再開 [W:国

交省]

・京浜急行バス, 仙台-東京間で運行再
開 [W:国交省]

・京浜急行バス, 山形-東京間で運行再
開 [W:国交省]

・JRバス関東・JRバス東北・福島交通,福
島・郡山-新宿間で運行再開 [W:国交省]

・東武バスセントラル・福島交通,郡山-
新越谷間で運行再開 [W:国交省]

・成田空港交通・宮城交通,仙台-上野・成
田空港間の路線バスを新設 [W:国交省]

・弘南バス・JRバス東北・宮城交通,仙
台-弘前間で運行再開 [W:国交省]

・岩手県北交通,仙台-北上・花巻でバス
運行再開 [W:国交省]

・JRバス関東・東武バスセントラル・
新常磐交通, いわき-東京間で運行再
開 [W:国交省]

・国交省,救援活動等に従事する航空機
の耐空証明の有効期間満了時の取り扱
いについて通知。航空法上の許可を受
けることで, 有効期間満了後も当該航
空機で救援活動を行うことを許可 [W:

内閣府]

11:15 海江田経産相, 閣議後の記者会見
で西日本に救援物資などの増産を呼び
かけ [A]

・夜関東スチール(茨城県土浦市), 稼働
再開 [NK]

・花王,衣料用洗剤等を手掛ける川崎工
場と, 入浴剤生産拠点の酒田工場を再
稼働したと発表 [NK]

・キャノン,デジタルカメラを生産する
長崎キャノンの操業を3月22日から2
日間停止すると表明 [NK]

・コマツ, 粟津工場(石川県)で油圧ショ
ベルの組み立てラインを一部停止 [NK]

・住友金属,操業停止していた鹿島製鉄
所で一部生産を再開 [NK]

・第一三共,工場被災のため認知症薬の
発売を延期 [A]

・日本精米工業会によると,加盟するJA
グループや卸会社が関東・東北にもつ
精米工場約100箇所のうち,東日本大震
災で操業を止めた工場は3月18日時点
で10か所 [NK]

・日本ユニシス, 被災自治体を対象に,
ネットワーク経由で救難活動支援シス
テムを提供するクラウドコンピュー
ティング型のサービスを無償にすると
発表 [NK]

・富士ゼロックス,鈴鹿事業所で複写機
用インク定着装置の生産を停止 [NK]

・住友不動産, 3月中の社債発行を見送る
との報道 [NK]

・生命保険協会の渡辺会長,東日本大震
災で保険証券などを紛失した契約者へ
の対応として, 保険協会に加盟する全
47社のどこに問い合わせても個別契
約内容を紹介できる制度を作ると発
表 [NK]

・全日空, 4月発行予定だった300億円の
個人投資家向け社債の発行を取りやめ
るとの報道 [NK]

・損害保険各社に地震保険の問い合わせ
が殺到。3月18日までに大手5社に計1
万3000件 [NK]

・みずほ銀行,システム障害のため,最大
62万人(1256億円)に給与振り込みがで
きていないことを発表 [NK]

・ゆうちょ銀行, 19日～21日の間, 東電
管内の1都8県のATMの9割(5000台)を
休止すると発表 [NK]

・ユナイティッド・アーバン投資法人,
約650億円を調達する予定だった公募
増資を中止するとの報道 [NK]

・りそな銀行,節電のためATMの大半を
休止 [A]

・佐川急便, 福島県内の7営業店向けに
「営業店止め」で宅配便を送ることの
できるサービスを開始 [NK]

・ヤマト運輸,青森県と秋田県,山形県で
一部の宅配便サービスを再開したと発
表 [NK]

・経済同友会の桜井代表幹事,企業の電
力使用の総量規制を提案 [A]

・内閣府,被災者生活再建支援法を千葉
県内全域に適用(適用日は3月11日) [W:

内閣府]

11:18 日本地理学会, 国際地理学連合
(IGU)HPの大震災レポートをグルー
プMLで紹介 [地理; 6月号]

15:00 日本学術会議が緊急集会 「今,
われわれにできることは何か?」を
開催 [W:日本学術会議]

16:00日本技術士会,第1回防災会議を
開催。技術士会全会員を対象に一次
アンケート調査を実施し, 結果をも
とに3月中に国・自治体宛に提言を
することなどを決 [W:日本技術士会]

・東北地方太平洋沖地震被害調査連
絡会,専用サイトを立ち上げ [W:土木

学会]

・日本建築士事務所協会連合会,応急
危険度判定の広域支援について単位
会に連絡。また, 都道府県担当課へ
に「被災度区分判定・復旧技術事務
所名簿」を提出するよう依頼 [W: 日

本建築士事務所協会連合会]

・都市計画コンサルタント協会, 東
北地方太平洋沖地震対策本部を設
置 [W:都市計画コンサルタント協会]

・福島県社会福祉士会事務局に災害
対策本部が立ち上がる [W:日本社会福

祉士会]

・千葉県医師会, 3月18日までに災害
医療チーム5チームを宮城・岩手両
県に派遣 [NK]

・日本薬剤師会の先遣隊,岩手県薬剤
師会と岩手県薬務行政を訪問。宮
古市宅所・集積所を視察 [W:日本薬剤

師会]

・日本薬剤師会,日本医薬品卸行連合
会に宛て,医薬品の適正供給に関し,
過大な発注を受けた場合の適切な対
応について文書依頼 [W:日本薬剤師会]

・日本栄養士会, 「『災害支援管理栄
養士』の掌握と登録について(準備
依頼)」を各都道府県栄養士会に発
信 [W:日本栄養士会]

・午前 救急医療総合研究機構, 医療
ニーズの仲介事業を開始 [A]

・国立感染症研究所感染症情報セ
ンター, 「被災地におけるご遺体
からの感染症リスクについて」を
発表。“PAHO:Management of Dead
Bodies after Disasters 2006”を東北
大学医学系研究科微生物学分野が翻
訳したものを抜粋し一部加筆 [W: 国

立感染症研究所]

・国立感染症研究所感染症情報セン
ター, 被災地・避難所の感染症リス
クアセスメントにむけて,「被災地・
避難所におけるインフルエンザのア
セスメントと注意点」を公表 [W: 国

立感染症研究所]

・放射線医療総合研究所,医療関係者
向けに「医療機関等における放射線
緊急モニタリング対応マニュアル」
を作成し公表 [W:放射線医療総合研究所]
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市民社会 原発事故の影響 文化/風俗/メディア 東京圏/計画停電 福島県 宮城県 岩手県 海外動向

13:30ケア・インターナショ
ナル・ジャパン,先遣隊が
釜石市に到着。支援物資
を輸送 [W: ケア・インターナ

ショナル]

18:30たんぽぽ舎,緊急集会
を開催。震災と原発事故
に関連して [W:たんぽぽ舎]

・深夜 NPO法人・アトピッ
子地球の子ネットワーク,
物資搬入第二便の発送を
発表。またボランティア
の募集も発表 [W: アトピッ

子地球の子ネットワーク]

・特定非営利活動法人グッ
ドネーバーズ・ジャパン,
岩手県上閉伊郡大槌町の
災害対策本部に支援物資
を提供 [W:グッドネーバーズ・

ジャパン]

・特定非営利活動法人BHN
テレコム支援協議会,緊急
支援募金の開始を発表 [W:

BHNテレコム支援協議会]

・東京リサイクル運動市民
の会,名取市の依頼で物資
集め [A]

・せたがや災害ボランティ
アセンター, 第1次「専門
ボランティア派遣」を実
施。福島県の国立那須甲
子青少年自然の家へ [B:

せたがや災害ボランティアセ

ンター]

・埼玉県社会福祉評議会,ボ
ランティアステーション
を「さいたまスーパーア
リーナ」に開設 [A]

・神奈川災害ボランティア
ネットワーク, 3月18日～
28日に, 神奈川県立武道
館の一次避難所にて,避難
者の自立支援や支援物資
の仕分けなどのサポート
活動を実施 [W:神奈川災害ボ

ランティアネットワーク]

・移住労働者と連帯する全
国ネットワーク,「東北・
関東大地震,外国籍住民緊
急支援にかかわる緊急要
請」を政府災害対策本部
へ提出 [W: 移住労働者と連帯

する全国ネットワーク]

・NPO法人多文化共生セン
ターきょうと,関西方面に
避難している外国人被災
者向けに通訳派遣の医療
支援を開始。英語・中国
語を話す医療通訳者を派
遣 [NK]

02:00 福島市で水道水から
ヨウ素を検出。170ベク
レル。基準値以下 [A]

11:00飯舘村の放射線量,毎
時20.5マイクロシーベル
ト [A]

・栃木・群馬・千葉・埼玉・
東京・新潟の水道水から
ヨウ素を検出。文科省が
3月19日に公表 [A]

・山形県で,福島からの避難
者の放射線量測定や健康
診断が開始 [A]

・厚労省, 福島県内からの
避難者への健康相談窓口
設置を全国の保健所に要
請 [A]

・厚労省,福島第1原発20キ
ロ圏内住民の医療費全額
免除を都道府県に通知 [A]

・厚労省, 福島第1原発20-
30キロ圏の入院患者800
人の受け入れ先を確保し
たと発表 [A]

・農水省, 放射能に関する
農作物の安全性調査に
関して茨城県と協議を開
始 [NK]

・放射性物質の農産物への
影響調査,福島・茨城両県
で開始 [A]

・日立, 18日までに福島第1
原発に計60人を送る [A]

・北陸電力,運転停止中の志
賀原発1・2号機について
津波対策の強化が完了す
るまで再起動しない考え
を提示 [NK]

02:00ニューヨークで,日本
人の母子ら約200人が募
金活動。「被災地のお母さ
んは大変。何とかしなく
ちゃ」 [A]

13:34東京スカイツリー,完
成時の高さ634メートル
に到達 [NS]

・海江田経産相, セリーグ
のナイター開催自粛求め
る [A]

・文科省,セ・リーグの25日
開幕を決めた日本野球機
構に対し,東電・東北電力
の管内での試合開催を避
けるよう強く要請 [NS]

・日本高野連,春の選抜大会
の開催を正式決定 [A]

・オリエンタルエランド,東
京ディズニーランドの当
面休園を発表 [A]

・3月19日からの震災後初の
三連休,遊園地やゴルフ場
など首都圏のレジャー施
設で閉園・時間短縮・変更
が多発 [NS]

・夜東京の恵泉女学園大で
ツイッター上のエア卒業
式開催 [A]

・三菱東京UFJ銀行・三井住
友銀行・みずほ銀行, 2012
年春入社を目指す新卒学
生の面接・筆記試験の開
始時期を5月以降に延期す
ると発表 [NK]

・久米宏が震災救援に2億円
寄付 [A]

・吉本興業, 沖縄県で開い
た「第3回沖縄国際映画
祭」の会場で募金を呼び
かけ [NK]

・マリナーズ所属イチロー
選手, 義援金として1億円
を寄付 [NS]

・金融庁, 「義援金等を装
った詐欺にご注意!」を公
表 [W:内閣府]

・深夜全国ネット番組「オー
ルナイトニッポン」,宮城
県で被災したタレントの
サンドウィッチマンを特
別進行役に起用 [NK]

・TBSラジオ,家庭で不使用
の携帯ラジオを持参して
もらうよう呼びかけ [NK]

・ACジャパン, 「みんなで
やれば,大きな力に」をス
ローガンに震災臨時キャ
ンペーンの広告作成,送信
開始 [W: ACジャパン]

・作家の伊集院静(仙台在
住)と瀬名秀明, 電子書籍
「杜の輪舞台(ロンド)」を
発売 [A]

・東京都墨田区で建設中の東京スカイツリー,目標とする高
さ634メートルに到達 [Y]

03:20東京消防庁,特殊災害対策車や送水車など30台と隊員
139人を福島第1原発に派遣 [A]

10:45高木文科相,プロ野球のナイター開催について「国民
生活は停電で苦労している。違和感があるのは当然」 [A]

11:52海自の横須賀警備隊,浦安市のオリエンタルランド岸
壁で給水車による給水支援を実施。3月18日まで給水車
472台分(1215トン) [SDF]

12:15頃細野資源エネルギー庁長官,計画停電について夏ま
でかかる見通しを提示 [A]

17:00神奈川県と神奈川新聞の集計では,県と市町村の施設
計240カ所が避難所として提供可能 [KS]

・JR東日本,東海道線(東京―平塚間)の運転率を80%,総武線
は70%に制限 [NK]

・JR東日本,山手線や京浜東北線・埼京線は通常通り運転 [NK]

・東京メトロ各線の運転率は80% [NK]

・西武鉄道, 4割程度の運転率 [NK]

・東武鉄道は5割程度の運転率 [NK]

・東電, 計画停電開始以降初めての週末となる3月19日は実
施しないことを発表 [NK]

・計画停電により信号の消えた交差点で16・17日に人身事
故4件が確認されたことが,警察庁のまとめで判明 [NK]

・東京都,被災地に送る救援物資(新品,未使用のみ)の受け入
れ開始 [A]

・東京都, 被災者向け仮設住宅の建設準備のため, 福島県と
宮城県に職員派遣を発表 [NK]

・東京都教育庁,東日本大震災で小・中学校,高校に通えなく
なった被災地の子供約370人を都の施設で受け入れると発
表 [NK]

・夜東京都中野区, 2年前に廃校になった旧区立東中野小学
校を一時避難所として開放 [A]

・東京都府中市,宮城県多賀城市に給水車と職員8人派遣 [A]

・東京都杉並区,福島県南相馬市にマイクロバス1台派遣 [A]

・東京都北区の東十条商店街振興組合, 身守地蔵のさい銭
500万円を寄付 [A]

・日本電波塔,東日本大震災以来休業していた東京タワーの
展望台などの営業を3月19日9時から再開すると発表 [NK]

・JR東日本リテールネット, 3月24日に予定の「エキューと
上野」, 29日に予定の「エキューと品川」の開業延期との
報道 [NK]

・神奈川県,被災地に送る救援物資の受け付けを開始 [KS]

・神奈川県,人工透析治療が受けられなくなった茨城県常陸
太田市の避難所の患者24人を,横浜市都筑区の昭和大学横
浜市北部病院や川崎市高津区の総合高津中央病院など3市
8病院で受け入れ。24人のうち23人が入院 [KS]

・神奈川県川崎市では,国際交流センターに外国人対象相談
窓口を臨時に開設。東日本大震災などについて,川崎市内
在住の外国人の不安を解消するため [KS]

・神奈川県相模原市内の建設業者でつくる市建設業協会の
メンバー,岩手県大船渡市で避難所のごみを回収などの支
援活動 [KS]

・横浜港で今夏開催予定だった花火大会「横浜スパークリン
グトワイライト」が見送り。横浜市と横浜商工会議所など
でつくる実行委員会が発表 [KS]

・J2横浜FC,東日本大震災の影響で,所属する外国籍選手4人
全員が一時帰国すると発表 [KS]

・横浜銀行, 節電のため約400箇所の店舗外ATMを3月18日
からすべて休止 [NK]

02:00 福島市で水道水からヨウ素を検出。
170ベクレル。基準値以下 [A]

10:00警察庁の発表によると,被災3県の確
認遺体の引き取りは25%にとどまる [A]

11:00 飯舘村の放射線量, 毎時20.5マイク
ロシーベルト [A]

14:46 地震発生から一週間, 県自治会館の
県災害対策本部で, 佐藤雄平知事はじ
め約2000人の県職員が黙とう [ふくしまの

30日]

・佐藤雄平知事, 県災害対策本部で被災地
の南相馬市を視察したばかりの松本防災
担当相と対面。「福島市は40年間電力を
首都圏に送り, 日本経済を支えてきた。
日本中が真摯に向き合ってほしい」と怒
る [FP]

・震災後1週間で福島県から県外への避難
者は山形,茨城,群馬,埼玉,新潟,栃木の6
県へ約11000人に上る見通し。県は被災
者支援のため各県に職員を派遣 [FP]

・南相馬市, 避難・屋内退避圏内となり支
援物資が届かないなど市民の生活維持が
困難と判断し, 3月18日から県外への全市
民退避を開始 [FP]

・飯舘村, 屋内退避は負担が大きく被ばく
への不安も広がっているとして, 3月19日
～21日で希望する村民と避難者を栃木県
鹿沼市などに避難させることを決定 [FP]

・福島県双葉町,役場機能含め町民約2000
人でさいたまスーパーアリーナへ避難決
める [メルトダウン]

・首都圏の避難所に福島県内からの避難者
が次々に避難。さいたまスーパーアリー
ナは3月18日だけで約700人を受け入れ。
19日には満員になる見込み [FP]

・いわき市の小名浜港, 震災後初めて救援
物資が到着。静岡県からの救援物資で毛
布14000枚, 飲料水13000本, おむつ4000
枚など [FP]

‐いわき市, 福島第1原発事故に伴う万一
の事態に備え, 40歳未満の市民にヨウ素
剤の配布を開始。市の指示があるまで服
用しないよう求めている [FP]

‐職員の被災,ガソリン不足などの影響で,
福島県内の医療機関はスタッフや医薬品
不足が深刻化。浜通りからの避難が続く
会津地方の病院はパンク状態 [FP]

‐会津若松市竹田総合病院では, 妊婦を含
む100人以上の入院患者が搬送され,病院
機能が限界に近い [FP]

・国道4号(福島市伏拝地区),法面崩落箇所
の土砂を撤去。片側1車線で交通路を確
保 [W:東北地方整備局]

08:00時点 宮城県内の停電は
約24万戸。前日に比べ10万
5000戸減少 [NK]

10:00 警察庁の発表によると,
被災3県の確認遺体の引き取
りは25%にとどまる [A]

12:04 孤立状態だった宮城県
石巻市雄勝町に自衛隊ヘリ
が到着 [A]

21:00時点 警察庁のまとめ
によると, 宮城県内の死
者は4030人。4000人を超え
る [K]

・村井県知事,深刻化する燃料
不足について,臨時の記者会
見を開き,調達のめどが立っ
たとして「安心」を宣言 [K]

・村井知事,避難所にいる被災
者を一定期間,県外に集団避
難させる方針を固める。仮
設住宅の確保には1年以上か
かるとみられることから [K]

・仙台市, 東日本大震災被害
に迅速に対応するため,総額
117億円の2010年度一般会
計補正予算を専決処分し,全
額を2011年度も執行できる
ように繰り越し処理 [K]

・仙台市,津波で浸水し水位の
下がらない若林区荒浜地区
などに排水ポンプ6台を設置
する方針を決定 [K]

・石巻市雄勝の老人ホームで
は, 66人を自衛隊ヘリが救
出 [A]

・気仙沼市中心部の商店街で,
青空市場が開催 [KS]

・東京リサイクル運動市民の
会, 名取市の依頼で物資集
め [A]

10:00 警察庁の発表によると,
被災3県の確認遺体の引き取
りは25%にとどまる [A]

14:46 住民や災害対策関係者,
サイレンが鳴り響く中, 黙
祷。犠牲者を悼む [IN]

18:00 岩手県警の集計による
と, 3月18日午後6時時点の県
内の死者は2223人と2000人
を超え, 行方不明者は4253
人 [W:岩手日報]

・岩手県では,自衛隊・消防・
警察などが行方不明者を一
斉捜索。県幹部は,これ以降
について「非難者支援に軸
足を移す」 [A]

・岩手県,東日本大震災の被災
者向け仮設住宅の建設を3月
19日から始めると発表 [NK]

‐岩手県, 内陸の市町村や民
間事業者に対してホテル等
の施設での避難者の受け入
れを呼びかけ。約120施設,
9500人分の申し出があり,
今後調整 [IN]

・海自の輸送で釜石港に届い
た灯油ドラム缶のうち20缶,
大船渡市内の拠点避難所9カ
所に配達 [W:岩手日報]

・大船渡市のガソリンスタン
ド,今後の入荷予定が立った
として一般向けの営業を再
開。多くの市民が行列 [W:岩

手日報]

‐多数の職員が行方不明とな
り庁舎も被災した市町村,機
能が低下し,被害状況の調査
に遅れ。大槌町は行方不明
者を把握できず,釜石市・山
田町は建物被害が不明 [IN]

・釜石市,同市鈴子町のシープ
ラザ釜石1階で仮設住宅など
の入居申し込みの受け付け
を開始 [W:岩手日報]

・一関市, 東日本大震災で避
難生活を送る陸前高田・気
仙沼両市民180人分の避難所
の受け入れ準備を完了。今
後, 1000人近くに拡大 [W: 岩

手日報]

・岩手県北交通, 盛岡-釜石で
バス運行再開 [W:国交省]

03:18 韓国:政府が福島第1原
発から80km圏外への退避を
勧告 [CI]

16:46 韓国:李大統領, 日本大
使館を訪ね弔問。現職大統
領の初訪問 [CI]

・アメリカ:環境保護局とエネ
ルギー省,西海岸で放射性物
質検出を発表 [A]

・アメリカ:地方政府, 米国西
海岸の放射線量に問題はな
いと発表 [BZ]

・アメリカ:キャタピラー, 震
災による日本のサプライチ
ェーン混乱の影響で,今後日
本以外でも生産の一部に支
障が生じる可能性があると
発表 [NK]

・アメリカ:ガイトナー財務長
官,在アメリカ日本大使館を
弔問 [A]

・インド:バナジー原子力委員
長, 原発建設の加速を強調。
国民の4割が電機のない生活
を送ることが背景 [A]

・エジプト:イスラム教権威ア
ズハルモスクの宗教見解委
員会元委員長ガマル・コトブ
氏,哀悼の意を表明。礼拝後
に英語とアラビア語で「エ
ジプトは日本を支援する」と
書かれた日の丸の小旗を配
布 [A]

・台湾:夜, 赤十字会やテレビ
各局などの主催で, 東日本
大震災の被災者を支援する
チャリティー番組。生放送
中に7億8800万台湾ドル(約
21億5000万円)の義援金が集
まる [M]

・中国:午後, 胡錦濤国家主席
が弔意を表しに日本大使館
を訪問 [RJ]

・中国:国家核事故応急協調委
員会, 「18日午後4時までに,
全国の放射能を観測した結
果,中国にはまだ日本の原発
事故の影響はおよんでいな
い。中国で稼動中の原子力
発電所は安全な状態にある」
と述べる [RJ]

・中国:中華少年児童慈善救助
基金,日本の地震被災地に支
援物資として100万元相当の
食品を送ることを決定 [RJ]

‐中国:「日本の大地震の影響
を受け,中国国内でも非常用
持出袋が飛ぶように売れて
いる」という内容の記事が
長江日報に掲載 [RJ]

・中国:人民網, 「香港への日
本食材調達難 価格高騰」と
の記事掲載 [RJ]

Fri.
18

Mar.

3月
18日
(金)
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Fri.
18

Mar.

3月
18日
(金)

・日銀, 短期金融市場に11
兆円供給。5日連続で計
82兆円 [A]

・日銀が金融市場に即日で
3兆円の資金供給を実施す
ると発表。今回決めた資
金供給は22日まで。14日
以降の即日供給は累積37
兆円に上る [NK]

・G7が円売りの協調介入を
開始(19日早朝にかけ断続
的実施) [Y]

・東証,東日本大震災で被災
した上場企業に対して決
算実務の負担を軽減する
救済策を正式発表 [NK]

・ニューヨーク株式市場は
円相場急騰が収まったた
め続伸 [A]

・宮内庁,英王室に対しウィ
リアム王子結婚式に皇太
子夫妻欠席と伝える [A]

‐政府は, 東日本大震災で
当面の資金繰りや復旧・
復興資金に不安抱える企
業を支援するため,危機対
応融資を発動する方針を
固める [NK]

18:48 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が千歳から
花巻へ救援物資(おにぎり,米)を空輸 [SDF]

22:26 空自:第2輸送航空隊C-1×1機が福岡から松
島へ救援物資を輸送 [SDF]

・国交省,救援活動等に従事する航空機
乗組員の航空身体検査証明の有効期間
満了時の取り扱いについて通知。航空
法上の許可を受けることで, 有効期間
満了後も当該乗組員により救援活動を
行うことを許可 [W:内閣府]

・国交省,国際貨物チャーター便の運用
について通達。被災地への支援物資の
輸送を主たる目的として運航される国
際貨物チャーター便につき, 航空自由
化が実現していない国・地域との間で
もフォワーダー・チャーターの運航を
認める [W:内閣府]

・国交省,漂流物に関する注意喚起につ
いて事務連絡。家屋等の漂流物との衝
突を回避できない場合, 沿海区域を越
えて航行することができない船舶が
沿海区域を越えて航行することを許
可 [W:内閣府]

・東京ガス, 日立市(30,008戸)が全戸復
旧完了 [W:日本ガス協会]

・常磐都市ガス, いわき市の一部(62戸)
が復旧完了 [W:日本ガス協会]

・JR貨物,石油製品を東北へ輸送。震災
後初 [A]

・石油連盟によると,政府指定の緊急重
点SS(東北207ヶ所, 関東187ヶ所)への
優先燃料供給が開始 [W:石油連盟]

・JX日鉱日石エネルギー,鹿島製油所で
陸上出荷を再開 [W: JX日鉱日石エネルギー]

・東燃ゼネラル石油,川崎製油所が完全
復旧。ガソリン生産量は震災前と同レ
ベルに [W:東燃ゼネラル石油]

・NTTコミュニケーションズ,公衆無線
LANサービス「ホットスポット」お
よび「OCNホットスポット」を2011
年3月31日まで無償提供開始 [W: NTTグ

ループ]

・NTTグループ, 岩手・宮城・山形・福
島・茨城・長野県のカフェ・ファース
トフード・ホテル等でが提供する公
衆無線LANエリアを無料開放開始 [W:

NTTグループ]

・塩釜市のコミュニティFM「BAY-
WAVE」, 18日以降臨時災害放送局
に衣替え(放送再開は13日夕) [NK]

・経産省, 3月18日時点で約13万個の毛
布や約1万3000個のカイロ,約1万3000
個の懐中電灯などを被災地に搬送した
と発表 [NK]

・防衛省や農水省を通じ届いた食料は
289万食。政府集計による [A]

・厚労省,介護サービス事業所の人員基
準等の取扱いについて通知。被災地へ
の職員派遣で人員基準を満たすことが
できなくなる場合について,介護報酬,
人員基準などの柔軟な取扱いが可能
に [W:内閣府]

・厚労省,被災した岩手・宮城・福島3県
に所在する特別養護老人ホームの入所
者らを他の都道府県で受け入れること
を発表 [K]

・厚労省,被災地で病院や診療所が医薬
品医療器具を融通しあっても薬事法違
反に当たらないと都道府県に通知 [NK]

・経産省,被災した個人事業主を対象に,
中小企業基盤整備機構による災害時貸
付の限度額を現行の1千万円から2千万
円に引き上げのうえ無利子で貸し出す
措置を導入 [NK]

・公正取引委員会,震災への対応として
事業者が共同して, 又は事業者団体が
行う行為に係る独占禁止法の考え方,
震災の影響を受けた事業者が関係する
取引に係る下請法等の考え方について
公表 [W:内閣府]

・国交省,公営住宅受入に際し高齢者や
乳幼児, 障害者を含む世帯を優先する
よう自治体に要請 [A]

・国交省, 被災者向けに公営住宅17000
戸とUR2500戸を確保と発表 [A]

・農水省,被災した農林漁業者向けの相
談電話を開設 [A]

・環境省,環境省所管法令等における主
な災害時の特例規定を周知 [W:内閣府]

・文科省, 特例措置として, 2011年度入
試の実施期限の4月15日を過ぎても各
大学が試験を行うことを承認。入学手
続き期限延期も [NK]

・法務省,印鑑の証明書の発行停止に係
る取扱い等について通達。運転免許証
等による本人確認で登記官が印鑑証明
書を発行または一時発行停止すること
が可能に [W:内閣府]

・警察庁,居住証明書による運転免許証
の再交付申請の受理, 高齢者講習終了
証明書を亡失等した者による運転免許
証の更新申請の受理に関する事務連
絡 [W:内閣府]

・警察庁,震災により教習原簿が入手で
きない教習生の転所に伴う手続きにつ
いて事務連絡 [W:内閣府]

・警察庁,被災した教習所における他の
教習所の運転シミュレーターを借用し
ての教習について事務連絡 [W:内閣府]

・関西広域連合,一時遠隔避難所を各府
県に設ける方針発表 [A]

・日本原子力学会会長,「国民の皆様
へ:東北地方太平洋沖地震における
原子力災害について」とするメッ
セージを発表 [W:日本原子力学会]

・日本環境学会,「東北地方太平洋沖
地震の被災と福島原発災害への対応
についての緊急声明」を発表 [W: 日

本環境学会]

・廃棄物資源循環学会, 災害廃棄物
対策・復興タスクチームを立ち上
げ [W:廃棄物資源循環学会]

・日本学術会の議幹事会が声明。東
北・関東大震災とその後の原子力発
電所事故について [W:日本学術会議]

・三菱総合研究所, 「電力危機を乗
り切るために今できること」を発
表 [W:三菱総合研究所]

・大和総研,「未曾有の大震災からの
復興へ『復興基金』と『復興連帯税』
の創設を提言する」を発表 [W: 大和

総研]
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・NPO法人「アトピー協会」,
低アレルギー粉ミルク120
缶を岩手県庁に輸送 [NK]

・JANIC, 「東日本大震災
NGO活動情報サイト」
を立ち上げたと発表 [W:

JANIC]

・日本NPOセンター, 市民
社会創造ファンドと協力
して「東日本大震災現地
NPO応援基金」を設置し
たことを公表 [W: 日本NPO

センター]

・公益財団法人・さわやか
福祉財団,支援金の募集を
開始 [W:さわやか福祉財団]

・全国里親会,東日本大震災
で被災した子供を支援す
るための「大震災こども
救援基金」を設立したと
発表 [NK]

・原子力資料情報室, 福島
第1原発に関して日本政府
へ申し入れ [W:原子力資料情

報室]

・連合本部, JR御茶ノ水駅前
で募金活動を実施 [W:連合]

・海上保安庁長官,天皇・皇
后に「被災地の救助,救護
活動等について」説明 [皇

室; 51]

・外務省国際情報統括官,皇
太子に進講 [皇室; 51]

・結核予防会専務理事,秋篠
宮夫妻に「被災関係支部
の状況および被災地支援
について」説明 [皇室; 51]

・恩賜財団母子愛育会会長・
理事長,秋篠宮夫妻に「対
応について」説明 [皇室; 51]

・震災悪用の詐欺, 18日ま
でに37件。警察庁発表 [A]

・トレンドロマイクロ, 東
日本大震災に便乗し電
子メールの添付ファイ
ルの形でコンピュータウ
イルスが送り込まれる事
例を国内で確認したと表
明 [NK]

・JR東海,東日本大震災の発
生後に東海道新幹線の利
用者が大幅に落ち込んだ
ことを明らかにした [NK]

・東日本のJリーグクラブを
中心に,外国人やスタッフ
が一時帰国との報道 [NK]

・埼玉県,避難指示の対象となっている福島県双葉町の町民
約1800人をさいたまスーパーアリーナで受け入れること
を決定 [S]

・埼玉県や県社会福祉協議会は,被災地に送る救援物資の募
集やボランティアの受け付けを開始 [A]

・千葉県浦安市, 埋め立て地域のほぼ全域で液状化を確認,
ライフラインにも影響。3月18日午後3時時点で約1万9千
戸が断水,約5万8千戸が減水 [CN]

・千葉県浦安市, 3月18日現在で約7300戸がガスが使用でき
ない状態 [CN]

・千葉市美浜区で液状化が多発。市管理の道路計約44キロ
で被害。県営団地内の通路や駐車場,千葉港内道路で路面
のゆがみ。住宅が傾く被害も多数。JR海浜幕張駅など利
用者の多い場所から順次,土砂の除去や路面の状況調査に
着手 [CN]

・千葉県船橋市の三番瀬周辺3カ所で, 地盤沈下による亀裂
で道路が損傷。市は高瀬町や日の出町など湾岸地域で被害
調査を開始。同地域の一部約30戸では断水も [CN]

・茨城県内の地震による死者は19人。重症29人, 行方不明1
人 [I]

・常陽銀行(茨城県),節電のためATMの稼働時間を短縮 [NK]

・夜東電,茨城県の一部に残っていた停電が解消し,供給エ
リア(1都8県)の停電はすべて解消したと発表 [S]

・群馬県内23市町村の公共施設や自治体が用意したホテル
などに, 2400人以上の被災者が避難。県総務課などのまと
め [J]

・群馬県片品村,福島県南相馬市から926人を受け入れ [J]

・ドイツ:税関, 日本からの製
品に付着する放射能量をひ
とつずつ測定する模様 [BZ]

・ドイツ:Greifswaldの教会チ
ャリティーコンサートで
5600ユーロが集まり, 被災
者に寄付される [BZ]

・EU:チェルノブイリ原発に
カバーをかけるか, 検討開
始。費用は400万ユーロの見
込み [BZ]

・国際民間航空機関,「日本へ
の渡航制限はない」との声
明を発表 [A]

・WHO(世界保健機関), 日本
への渡航について問題無し
と発表。ただし北部は除く
とのこと [BZ]

Fri.
18

Mar.

3月
18日
(金)
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Fri.
18

Mar.

3月
18日
(金)

・関西広域連合,岩手・宮城・福島3県の
被災者受け入れを決定。3月18日には
連合全体で数万人を受け入れることで
合意 [NK]

・新潟県, 3月18日時点で26市町村64箇
所の施設で計8195人の避難住民を受
け入れ [NK]

・被災者を公営住宅などに受け入れる方
針または実施が確認された自治体は全
国で約360。3月18日夜時点。岩手・宮
城・福島3県を除く [FP]

・人材派遣で損害保険会社向けの事務の
求人が増加との報道。東日本大震災の
被害で地震保険などの問い合わせが増
加したため [NK]
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Sat.
19

Mar.

3月
19日
(土)

08:33 岩手県沖を震源とす
る地震, M5.6,同県遠野市
で震度4 [Y]

08:49 茨城県北部を震源と
する地震, M5.3,同県常陸
太田市で震度4 [Y]

09:57 茨城県沖を震源とす
る地震, M4.4,福島県玉川
村で震度3 [Y]

10:23 三陸沖を震源とする
地震, M5.9,岩手県盛岡市
で震度3 [Y]

15:30 国土地理院がGPS連
続観測点のデータ回収を
行った結果, 牡鹿半島で
地震時に東南東方向に約
5.3mの移動, 約1.2mの沈
下があったことが新たに
わかったと発表 [W: 国土地

理院]

15:30 国土地理院, 地震発
生後に東北地方から関
東地方の広い範囲で東向
きの地殻変動が継続, 観
測された地震後からの変
動の大きさは電子基準点
「山田」(岩手県山田町)で
25cm,「銚子」(千葉県銚子
市)で17cmなどと発表 [W:

国土地理院]

18:56 茨城県北部を震源と
する地震, M6.1,同県日立
市で震度5強 [Y]

21:00時点被災者数は,死亡
7,508,安否不明17,653,避
難334,854。朝日新聞まと
めによる [A]

11:03 菅首相が鳩山前首相,
小沢元代表らと会談。震
災対応への協力要請 [A]

17:00自民党の谷垣総裁,首
相から打診された副総理
兼震災復興相としての入
閣を拒否すると表明 [A]

18:01 菅首相がルース米大
使と会談。首相が呼びか
け [A]

・政府・与野党の実務者会
議の初会合が国会内で開
催 [NK]

・内閣,副大臣会議を開催。
省庁連携を確認 [A]

・被災者対策生活支援特別
対策本部の事務局次長に,
岡本全勝自治大学校長(麻
生元首相秘書官), 原田保
夫内閣府政策統括官を起
用 [NK]

・午後 松本外相, 京都迎賓
館で中国の楊潔çőŐ外相,
韓国の金星煥外交通商相
と会談。震災や原発事故
を踏まえ防災や原子力安
全協力を強化することで
一致 [NK]

・小沢一郎, 自らのHPで東
日本大震災への政府対応
について「正しい情報を
迅速に公表することを強
く求める」などのコメン
トを発表,との報道 [NK]

00:30東京消防庁の消防車, 福島第
1原発3号機へ放水 [NK]

00:57 東電の清水社長, 福島第1原
発事故が「レベル5」と暫定評価
されたことについて「痛恨の極
み」とコメント [A]

01:17 東電, 福島第1原発で復旧作
業にあたる社員の被曝量が,累積
100ミリシーベルトを超え始めた
ことを明らかに。法定の限度は
100ミリシーベルトだったが, 国
は15日に250ミリシーベルトに引
き上げた [A]

05:00 福島第1原発5号機で使用済
み燃料貯蔵プールの冷却機能が
復旧。非常用ディーゼル発電機
も起動 [A]

06:50防衛省, ヘリで福島第1原発1
～4号機の内部温度を測定 [メルト

ダウン]

14:10東電, 東京消防庁による福島
第1原発3号機への放水について
「機器の不調でできない」と発表,
しばらくして開始の知らせ [A]

15:39北沢防衛相, 福島第1原発の1
～4号機の表面温度, 朝の時点で,
いずれもセ氏100度以下だったと
公表。放水について「効果が上
がっているのではないか」 [A]

18:00 原子力安全・保安院, 福島第
1原発1・2号機にケーブルを接続
したと発表。ポンプなどの作動
を確認し, 20日通電の見通し示
す [A]

22:30 福島第1原発3号機への連続
放水を担当した東京消防庁の隊
員が会見。「国民の期待をある程
度達成でき,充実感でほっとして
いる」 [A]

・午後 東京消防庁, 福島第1原発3
号機への放水を二回実施(21日ま
で)。1回目は19日午後～20日午
前3時40分, 2回目は同日午後9時
30分から6時間 [A]

・経産省, IAEA本部へ職員1名を派
遣 [A]

00:19陸自:第40普通科連隊が志津川町で救援・捜
索活動,物資輸送,瓦礫除去を実施 [SDF]

01:00原子力災害派遣命令の一部変更命令 [SDF]

05:57 空自:第1輸送航空隊KC-767×1機が名古屋
から福島へ救援物資を空輸 [SDF]

08:59 空自:第1輸送航空隊C-130H×1機が名古屋
から松島へ救援物資を空輸 [SDF]

09:18 空自:第1輸送航空隊C-130H×1機が名古屋
から花巻へ救援物資(パン)を空輸 [SDF]

10:03 空自:第3輸送航空隊C-1×1機が名古屋か
ら花巻へ救援物資(紙おむつ, 簡易トイレ)を空
輸 [SDF]

10:47 空自:第2輸送航空隊C-1×1機が入間から花
巻へ救援物資(乾パン)を空輸 [SDF]

10:50 空自:第3輸送航空隊C-1×1機が福岡から福
島へ救援物資(民生救援支援物品)を空輸 [SDF]

11:02 空自:第1輸送航空隊C-130H×1機が福岡か
ら福島へ救援物資(毛布, 紙おむつ及び簡易トイ
レ)を空輸 [SDF]

11:24空自:新潟救難隊UH-60J×1機が宮城病院か
ら高田駐屯地へ患者2名を空輸 [SDF]

11:25 空自:第2輸送航空隊C-1×1機が入間から松
島へ救援物資(灯油及び糧食)を輸送 [SDF]

11:35空自:飛行開発実験団C-1×1機が岐阜から花
巻へ救援物資(ブルーシート)を輸送 [SDF]

11:52 空自:第2輸送航空隊C-1×1機が福岡から福
島へ救援物資(毛布,紙おむつ及び簡易トイレ)を
輸送 [SDF]

11:55 空自:第1輸送航空隊C-130H×1機が三沢か
ら松島へ救援物資(水)を空輸 [SDF]

12:14空自:新潟救難隊UH-60J×1機が高田駐屯地
から新潟基地へ患者2名空輸 [SDF]

12:22 空自:那覇ヘリ空輸隊CH-47J×1機が入間か
ら松島へ救援物資(灯油)を空輸 [SDF]

12:29 空自:第2輸送航空隊C-1×1機が岐阜から花
巻へ救援物資(特殊ミルク)を輸送 [SDF]

13:41 空自:第1輸送航空隊C-130H×1機が千歳か
ら花巻へ救援物資(水及び米)を空輸 [SDF]

13:58 空自:第3輸送航空隊C-1×1機が入間から松
島へ救援物資(燃料)を空輸 [SDF]

14:40 空自:入間ヘリ空輸隊CH-47J×1機が入間か
ら松島へ救援物資(灯油)を空輸 [SDF]

15:02 空自:第2輸送航空隊C-1×1機が入間から松
島へ救援物資(もち)を輸送 [SDF]

15:04 空自:第1輸送航空隊C-130H×1機が千歳か
ら花巻へ救援物資(米)を空輸 [SDF]

15:21 空自:第1輸送航空隊C-130H×1機が小牧か
ら花巻へ救援物資(パン)を空輸 [SDF]

15:26空自:新潟救難隊UH-60J×1機が宮城病院か
ら高田駐屯地へ患者2名を空輸 [SDF]

15:54 空自:第2輸送航空隊C-1×1機が入間から福
島へ救援物資(流動食)を輸送 [SDF]

15:59空自:百里救難隊UH-60J×1機が石巻市内避
難所から石巻日赤病院まで患者を空輸 [SDF]

16:07 空自:第1輸送航空隊C-130H×1機が千歳か
ら松島へ救援物資(水)を空輸 [SDF]

17:11 空自:第2輸送航空隊C-1×1機が岐阜から花
巻へ救援物資(簡易トイレ及び水)を輸送 [SDF]

17:15 陸自:第2戦車連隊が田老地区で瓦礫除
去 [SDF]

17:37 空自:第1輸送航空隊C-130H×1機が入間か
ら福島へ救援物資(もち及びパン)を空輸 [SDF]

18:33 空自:第3輸送航空隊C-1×1機が小牧から福
島へ救援物資(民生救援支援物品)を空輸 [SDF]

00:00 NTT東日本,東北6県および茨城県
を除きエリア全域の公衆電話無料化を
終了 [W: NTT東日本]

07:38 JR花輪線, 全線で運行再開 [震災と

鉄道全記録]

07:41 JR五能線が全線で運行再開 [震災と

鉄道全記録]

12:00時点 NTT東日本が福島・宮城・岩
手・青森・山形・茨城・栃木・群馬・
千葉・埼玉・新潟・東京・長野の各都
県で設置した特設公衆電話は計1,759
台 [W: NTT東日本]

12:00東北道,浦和-宇都宮間で緊急交通
指定が解除 [W: NEXCO]

12:00 東北道(浦和-宇都宮, 浦和-川口
JCT), 北関東道(太田桐生-佐野田沼,
佐野田沼-岩舟JCT,栃木都賀JCT-都賀)
の通行止めが解除。これにより北関東
道全線の通行が可能に [W: NEXCO]

15:00 八戸港の八太郎地区が復旧, 船舶
を限定し供用開始 [W:港湾局・海上保安庁]

15:00 相馬港の2埠頭第4号岸壁が復旧,
船舶を限定し供用開始 [W:港湾局・海上保

安庁]

18:56頃常磐道(岩間-水戸),北関東道(桜
川筑西-水戸南),東関東道(茨木空港北-
茨城町JCT), 18時56分頃の地震の影響
で通行止め [W: NEXCO]

21:00常磐道(岩間-水戸),北関東道(桜川
筑西-水戸南),東関東道(茨木空港北-茨
城町JCT)で通行止め解除 [W: NEXCO]

・京成バス,仙台-上野・千葉間の路線バ
スを新設 [W:国交省]

・京成バス,仙台-上野・浦安間の路線バ
スを新設 [W:国交省]

・京王電鉄バス・宮城交通,仙台・石巻-
新宿間を運行再開 [W:国交省]

・岩手県交通,花巻-池袋間でバス運行再
開 [W:国交省]

・江ノ電バス藤沢・羽後交通, 横手・田
沢湖-浜松町・横浜間で運行再開 [W:国

交省]

・羽後交通・JRバス東北,羽後本庄-東京
間で運行再開 [W:国交省]

・南部交通・岩手県北バス,盛岡-八戸間
で運行再開 [W:国交省]

・国交省,被災地の復興を目的とする船
舶に係る乗組み基準の特例について通
達。平水区域を航行区域とする船舶で
定係港及び被災港間等を回航する場
合, 平水区域に係る乗組みで沿海区域
を航行することを容認 [W:内閣府]

・岩手・宮城・福島3県の海岸堤防計300
キロのうち190キロが全半壊。国交省
調べ [A]

・東部ガス,水戸市の一部(130戸)が復旧
完了 [W:日本ガス協会]

・夜海江田経産相,被災地や首都圏での
石油製品不足に対する緊急対策の進捗
状況を発表。西日本から関東に5万キ
ロリットルを移す計画については19～
21日に約4万キロワット輸送できると
の見通し [NK]

・DMAT(災害派遣医療チーム)の活動,
ほぼ終了。最大, 193チームが活動 [W:

内閣府]

・セイコーエプソン, 秋田県のプリン
ター部品工場で操業再開 [NK]

・ルネサス北日本セミコンダクタ米沢工
場(山形), ルネサスハイコンポーネン
ツ(青森)が生産再開 [NK]

・内閣府,被災者生活再建支援法を栃木
県内全域に適用(適用日は3月11日) [W:

内閣府]

・厚労省,避難所を提供する自治体への
支援拡充を発表。支援物資の提供費用
の国庫補助など [NK]

・厚労省,医薬品運搬車両について給油
制限しないことを通知 [A]

・日本経団連,被災地に救援物資を送る
「救援物資ホットライン便」を設置と
の報道 [NK]

・日本行政書士会連合会,ホームペー
ジに「東北地方太平洋沖地震関連情
報」バナーを設置 [W:日本行政書士会連

合会]

・日本社会福祉士会,「被災地支援の
ための当面の方針について2――関
東甲信越各県における避難所設置に
伴う支援について」を都道府県社会
福祉士会会長宛い発信 [W:日本社会福

祉士会]

・日本医師会,岩手・宮城・福島3県に
医薬品計8トンの輸送を開始 [K]

・日本薬剤師会,現地調査の第二陣と
して, 安部常務理事・永田理事が福
島県に出発。3月23日まで [W:日本薬

剤師会]

・日本栄養士会,災害対策本部を設置
し会議を開催。被災地で災害支援活
動をする管理栄養士・栄養士を派遣
するための人材募集の実施などを決
定 [W:日本栄養士会]

・日本精神神経学会,東日本大震災対
策本部を設置。本部内の災害支援委
員会が支援活動を開始 [W:日本精神神

経学会]

・兵庫県こころのケアセンター,「サ
イコロジカル・ファーストエイド実
施の手引き第2版」をホームページ
で公開 [W:兵庫県こころのケアセンター]

・日本学術会議,震災とその後の原発
事故を受けて声明をとりまとめ。脆
弱なシステムの改善に向け行動する
ことを表明 [NK]
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・日本てんかん協会, 仙台
医療センターに抗てんか
ん薬を配送。日本てんか
ん学会と共同で呼びかけ。
国立精神・神経医療セン
ターなども協力 [W: 日本て

んかん協会]

・NPO法人・アトピッ子地
球の子ネットワーク,物資
の病院への発送を発表。
また個人宅3カ所へのアレ
ルギー用物資の発送を発
表 [W:アトピッ子地球の子ネッ

トワーク]

・せたがや災害ボランティ
アセンター,被災者支援ボ
ランティア活動募金の第1
回を実施。ユースネット
ワークが協力 [B:せたがや災

害ボランティアセンター]

・RQ市民災害救援センター,
山形県天童市に現地本部
を設置 [W: RQ市民災害救援セ

ンター]

・RQ市民災害救援センター,
先遣隊が仙台入り [W: RQ

市民災害救援センター]

・ピースウィンズ・ジャパ
ン,支援地を気仙沼市に加
えて南三陸町,岩手県陸前
高田市にも拡大 [W: PWJ]

・国際協力NGO・シャプラ
ニール, 茨城県北茨城市
などにスタッフを派遣 [W:

JANIC]

・国際NGOハビタット・フ
ォー・ヒューマニティ・
ジャパンの学生支部であ
る上ヶ原ハビタット,募金
活動を開始 [W:ハビタット・

フォー・ヒューマニティ・ジャ

パン]

・オックスファム・ジャパ
ン, 支援物資の搬送を開
始 [W: オックスファム・ジャ

パン]

・アジア協会アジア友の会,
支援物資とスタッフ4名を
積んだトラックで出発 [W:

アジア協会アジア友の会]

・ふくしま連帯ユニオン,
原郡山市長に放射能汚染
対策や情報周知徹底を要
請 [W:ふくしま連帯ユニオン]

・連合本部・緊急対策救援本
部ボランティア派遣担当
班(非正規労働センター),
政府(ボランティア担当:
辻元清美首相補佐官ほか)
と対策会議 [W:連合]

16:10頃 福島県内の牛乳と
茨城県内のホウレンソウ
から,食品衛生法上の暫定
規制値を超える放射能濃
度が検出されたと枝野官
房長官が発表 [A]

・厚労省,福島県の被災者の
受け入れについて業界団
体・自治体に通達 [A]

・福島県,福島第1原発事故
後に収穫した牧草の使用
自粛を要請 [A]

・茨城県,県下の農協と全市
町村にホウレンソウの出
荷停止を要請 [NK]

・東京都,医師派遣先につい
て福島をとりやめ宮城に
変更 [A]

・放射線医学総合研究所
に被ばく量検査の問い
合わせが3月19日までに
1000件以上 [A]

・枝野官房長官,福島からの
避難住民が一部の宿泊施
設から宿泊を拒否されて
いることに記者会見で言
及 [NK]

09:00東京タワー,東日本大
震災で営業を休止してき
たが,大展望台のみ営業を
再開。夜間ライトアップ
の休止は継続 [A]

10:00 大震災の街頭募金を
装いJR立川駅で通行人か
ら現金をだまし取った疑
いで,警視庁が男性(29)を
逮捕したと発表 [A]

11:17 伊丹空港では, 3連休
初日,旅行者にまじって被
災地に届ける支援物資を
手にした乗客の姿も。東
北に向かう便はほぼ満席
に [A]

12:30頃新京成線八柱駅(千
葉県松戸市), 高校生ら若
者21人が震災の募金活動
中に, 男が高校生2人に因
縁をつけ暴行。集めた募
金のうち1万円を奪って逃
げたと県警が発表 [A]

・プロ野球のセ・リーグは
都内で臨時理事会を開き,
公式戦の開幕を29日に延
期決定 [NK]

・プロ野球巨人と東京ドー
ム,主催試合の節電対策を
発表 [A]

・サッカーJ1名古屋が市
内で募金。1時間で395万
円 [A]

・阪神競馬場で騎手が募金・
販売。1064万円集まる [A]

・読売日本交響楽団, 3月19・
20日の演奏会から活動再
開。チケット売上等から
100万円を寄付 [NK]

・東京音大, 被災した在校
生と入学予定者に対して,
2011年度の入学金や授業
料の減免を発表 [A]

・横浜・八景島シーパラダ
イス,営業を再開 [NK]

・富士急ハイランド,営業を
再開 [NK]

・としまえんが営業, 再
開 [NK]

・キッザニア東京,営業時間
を縮めて再開 [NK]

・よみうりランド,大型コー
スターなどを除いて幼児
向け遊具のみで営業 [NK]

・上野恩師公園で4月10日ま
で開催予定の「うえの桜
まつり」が中止 [NK]

・東京都選挙管理委員会, 3
月24日告示の都知事選で
の街頭ビジョンでの啓発
動画放映など一部の広報
事業の3月中中止を発表。
節電のため [A]

09:00 東京タワー, 東日本大震災で営業を休止してきたが,
大展望台のみ営業を再開。夜間ライトアップの休止は継
続 [A]

12:00東日本大震災後一般車両の通行が禁じられていた東北
道浦和-宇都宮間で通行止め解除 [A]

12:00 東北道に連結する北関東道の佐野田沼-太田桐生が開
通。茨城・栃木・群馬の3県が高速道路で結ばれる [A]

12:30 新京成線八柱駅前(千葉県松戸市)で, 高校生ら若者21
人が震災の募金活動中に, 男が高校生2人に因縁をつけ暴
行,集めた募金のうち1万円を奪って逃走。県警が発表 [A]

13:00神奈川県,被災者計143人を県内6カ所の公共施設で受
け入れていると発表 [KS]

16:20コスモ石油千葉製油所の火災を鎮圧。市原市消防局が
発表 [NK]

・東京都,医師派遣先について福島をとりやめ宮城に変更 [A]

・築地市場(東京),節電などによる量販店の営業時間短縮や
飲食店の仕入れ抑制で,卸や仲卸業者の売り上げが減 [NK]

・ランドセルメーカーの協和(東京都千代田区), 被災地の子
どもたちにランドセルを贈ろうと呼び掛け [T]

・東京新聞, 東京都内の有権者を対象に世論調査。福島第1
原発の事故について「非常に不安」55・3%,「ある程度は
不安」32・8%,「不安」が88・1% [T]

・文科省,水道水を調査した結果,栃木・群馬で放射性ヨウ素
とセシウム, 東京・埼玉・千葉・新潟で放射性ヨウ素を検
出したと発表 [NK]

・神奈川県,東日本大震災で被災し学校に通えない子どもた
ちを受け入れる「ホームステイ・ボランティア」の募集を
開始 [A]

・一時避難所として使われている川崎市体育館で炊き出し。
川崎市民の有志が食材を持ち寄り,おにぎり,豚汁などが避
難者に振る舞われる [KS]

・横浜市による被災者の受け入れ,同市磯子区の「たきがし
ら会館」で始まる。市の職員3人が常駐し, 24時間態勢で最
大約300人を3カ月程度を目安に受け入れ [KS]

・夜横浜市旭区の介護老人保健施設「老健リハビリよこは
ま」,福島県南相馬市にある社会福祉法人の施設入所者228
人を受け入れ [A]

・日本青年会議所の埼玉ブロック協議会,支援物資を被災地
へ送ることを決定。3月20日に水戸市や福島県などへ発送
しその後避難所へ [A]

・千葉市, 東日本大震災に伴う東北3県の被災者向けの救援
物資と義援金の受け付けを市役所などで開始 [A]

・液状化現象に悩む千葉県浦安市東野地区,市職員や市民ボ
ランティアらが集まり,道路の側溝などにたまった泥の撤
去作業を実施 [S]

・亀田総合病院(千葉県鴨川市), 新たにいわき市の介護老人
保健施設「小名浜ときわ苑」の入居者と職員全員を受け入
れることを決定 [S]

・千葉県船橋市潮見町のふなばし三番瀬海浜公園,東日本大
震災による液状化のため4月15日から2カ月間予定してい
た潮干狩りの中止を決定 [A]

・茨城県知事,露地ホウレンソウから暫定基準値を超える放
射線量の検出を受け, JAと市町村にハウス栽培を含む出荷
自粛要請を通知 [I]

・つくば銀行,節電のためATMの稼働時間を3月19日から短
縮 [NK]

・茨城交通, ひたちなか海浜鉄道湊線代替バス(勝田-阿字ヶ
浦)の運行を開始 [W:国交省]

・佐川急便,東日本大震災の影響で宅配便の集荷と配達を停
止していた茨城県鹿嶋・神栖・潮来各市で集配を再開した
と発表 [S]

14:00郡山市の原正夫市長,「福島第1原発
の廃炉を前提に対応を」と声明を発表し,
海江田経産相にも電話で要請。同市は原
発事故に伴い避難者5000人を受け入れて
いる [A]

・朝福島市内のガソリンスタンドに地震発
生以来初めてガソリンの補給。1台1000
円分(約6.6リットル)限定で一般向けに販
売開始 [NK]

・操業を一時停止していたいわき市の小名
浜石油,国の指示を受け石油製品(ガソリ
ン, 灯油, 重油など)の出荷を一部再開し
た [FP]

・全国各地から福島県に到着した食料・燃
料・医薬品など支援物資の避難所への輸
送が本格化 [FP]

・福島県警などの機動隊, 屋内退避指示区
域の20～30キロ圏内にある南相馬市と広
野町の3病院の入院患者155人を30キロ圏
外に搬送 [FP]

・福島県外への避難者は約1万6286人。避
難先は山形・栃木・軍馬・埼玉・新潟に
新たに千葉が加わり7県。県は千葉を除
く6県に1人ずつ県職員を派遣 [FP]

・川俣町に臨時対策本部を置いていた双葉
町がさいたまスーパーアリーナに役場機
能を移転した。川俣町に避難していた町
民2000人の大部分が移住 [FP]

・飯舘村, 3月19日に被災した村民ら313人
を栃木県鹿沼市に避難させた [FP]

・厚労省, 福島県の被災者の受け入れにつ
いて業界団体・自治体に通達 [A]

・枝野官房長官, 福島からの避難住民が一
部の宿泊施設から宿泊を拒否されている
ことに記者会見で言及 [NK]

・厚労省は, 川俣町の原乳から暫定基準
値を超える放射能が検出されたと発表。
原発事故が影響した可能性が高いと指
摘 [FP]

・福島県,福島第1原発事故後に収穫した牧
草の使用自粛を要請 [A]

‐福島県,川俣町内すべての酪農家13戸と,
原発から半径30キロ圏内の農産物生産者
に対し,出荷と自家消費の自粛を要請 [FP]

‐震災対応のため, 4月1日付の定期人事異
動を延期する動きが県内市町村に広が
る。定年退職者に継続勤務してもらう自
治体も [FP]

・宮城県, 3月中にも,沿岸部の
市町村を中心にそれぞれ50
～100棟の仮設住宅の建設に
着手することが判明 [K]

・宮城県,県内の下水道の浄化
センター4施設が震災で機能
停止した問題で,角田市岡の
県道でマンホールから汚水
があふれ出したことを明ら
かに [K]

・宮城県, 避難所で暮らす人
たちの間でインフルエンザ
などの感染症が流行する恐
れがあるとして, 注意を喚
起 [K]

・関西広域連合の井戸兵庫県
知事が村井県知事と会談。
被災者の県外避難の受け入
れを表明 [K]

・宮城県教育委員会,被災地に
配慮し,全ての県立学校の入
学式と始業式を4月21日に延
期する方針を決定 [NK]

・仙台市若林区の小学校で,避
難中の87歳男性が死亡した
との発表。宮城県内の避難
所で死亡が確認されたのは
初 [NK]

・仙台市では, 遺体安置所が
ある利府町の総合体育施設
「グランディ21」への無料バ
スが運行開始 [NK]

・仙台の老舗百貨店「藤崎」,
震災発生から8日ぶりに本店
内で営業を一部再開 [NK]

・仙台市中心部のアーケード
街,買い物客であふれる。モ
ノの流通の回復と3連休の初
日が重なり再開する店舗が
相次ぐ [K]

・JA仙台, 仙台市内でコメの
緊急販売を実施。客が殺到
し20分たらずで5キロ入り約
1500袋が売り切れ [NK]

・宮城交通, 仙台-石巻間と仙
台-気仙沼間でバス運行を再
開 [W:国交省]

・栗原市, 被災者を500人規模
で長期間受け入れることを
決定。岩手・宮城内陸地震
の際の恩返し [K]

・南三陸町の佐藤町長,陸上自
衛隊のヘリで,町内の被災状
況を上空から視察 [K]

・石巻・気仙沼などの人工透
析患者100人, 北海道の病院
へ集団移動を開始 [K]

・塩釜市魚市場(塩釜市新浜町)
で,水産関係者が魚市場を一
斉清掃。被害小さく早期再
開に期待 [K]

08:30岩手県内の被災地で,仮
設住宅の建設が開始 [A]

12:20 大船渡病院(大船渡市)
に,地震後初となる盛岡市か
らの直行バスが到着。約30
人が食料や毛布などを手に,
避難所などにいる家族のも
とへ急ぐ [A]

17:00 DMAT, 岩手県から撤
収。全国から300人以上の
医師や看護師が駆けつけ,被
災者の治療や医療体制の整
備などにあたっていた [A]

・岩手県, 避難所生活を送る
高齢者や子どもらを対象に
内陸部の宿泊施設移送を開
始。受け皿として県内約120
施設,約9500人分が確保の見
込み。期間は仮設住宅がで
きるまでの1～2カ月間を想
定。費用は原則県が負担 [W:

岩手日報]

・午前 陸前高田市では, 最大
約1200人が避難生活を続け
る市立第一中学校の校庭で
プレハブの仮設住宅36戸の
建設が始まる [NK]

・釜石市の公共駐車場に野外
入浴施設「すずらんの湯」
がオープン。被災者らが8日
ぶりに温かい湯船につかっ
た [NK]

・大船渡市, 健康状態に不安
を抱えながら避難所で暮ら
す高齢者らを対象に,市営住
宅と母子寮の貸し出しを開
始 [NK]

・夜 首都圏からの「石油列
車」,盛岡貨物ターミナルに
到着 [NK]

・岩手県交通, 盛岡-大船渡間
でバスの運行を再開 [W: 国

交省]

・岩手県交通, 盛岡-陸前高田
でバスの運行を再開 [W: 国

交省]

11:46 韓国:緊急救助隊, 全員
が仙台から撤収 [CI]

・アメリカ:GMのアーカンソ
ン最高経営責任者,震災の影
響で3月21日からルイジアナ
州の工場の操業を停止する
ことに言及 [NK]

・アメリカ:ドジャースが義
援金集めのチャリティーサ
イン会をアリゾナ州グラン
デールで開催 [A]

・台湾:救援隊, 救援任務を終
え帰国 [LT]

・中国:東電からポンプ車購入
の打診を受けた中国の建機
メーカー・三一重工, 62メー
トルのアームを持つポンプ
車(100万ドル相当)を日本に
寄贈することを決定 [RJ]

・中国:上海市日本学会会長,
日本人の知人らに「励まし
の手紙」贈る運動を日本研
究専門の学者に呼び掛け,学
者300人が参加 [A]

・ドイツ:国内の原発停止に
伴い電力の値上がりが始ま
る [BZ]

・ドイツ:日本への渡航キャン
セルについて払い戻しが可
能になる [BZ]

・ドイツ:放射能専門家Rolf
Michael, 日本で進行中の原
発における作業を賞賛 [BZ]

・ロシア:プーチン首相, 日本
への液化天然ガス供給を増
加すると表明。エネルギー
関係会議(ユジノサハリンス
ク)にて [A]

・WHO(世界保健機関), 西太
平洋地域の国々に対し,日本
の原発施設からの放射線物
質による影響はほとんど無
いと発表 [W:外務省]
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18:40空自:新潟救難隊UH-60J×1機が宮城病院か
ら新潟基地へ患者1名を空輸 [SDF]

19:13 空自:第1輸送航空隊C-130H×1機が小牧か
ら福島へ救援物資(流動食)を空輸 [SDF]

20:09 空自:第3輸送航空隊C-1×1機が小牧から福
島へ救援物資(もち)を空輸 [SDF]

20:30 空自:第1輸送航空隊C-130H×1機が小牧か
ら福島へ救援物資(流動食)を空輸 [SDF]

20:55 空自:第1輸送航空隊C-130H×1機が小牧か
ら福島へ救援物資(水, 医療品及び流動食)を空
輸 [SDF]

・海自:輸送艦「おおすみ」が仙台港へ, 物資陸揚
げ [A]

・北沢防衛相,震災の救援活動などにあたる自衛隊
の派遣規模を10万6000人と記者会見で発表 [NK]

・JX日鉱日石エネルギー,根岸製油所で
石油生産装置の稼動を再開 [W: JX日鉱日

石エネルギー]

Disaster, Infrastructure and Society : Learning from the 2011 Earthquake in Japan No.1 2011

76 (64)



市民社会 原発事故の影響 文化/風俗/メディア 東京圏/計画停電 福島県 宮城県 岩手県 海外動向

・ソニー, 3月19日に予定し
ていたパソコン「VAIO」
の春モデル5機種の出荷が
数日遅れる [A]

・全農エネルギー仙台石油基
地(仙台市宮城野区)の油漏
れ,流出量は推定でガソリン
約500キロリットル, 重油が
2000キロリットル。市消防
局の調査で判明 [K]

Sat.
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Mar.

3月
19日
(土)
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Sun.
20

Mar.

3月
20日
(日)

12:00警察庁発表によると,
東日本大震災の死者・行
方不明者が2万人を超え
る。死者数は12都道県で
8133人, 行方不明者数は6
県で1万2272人 [A]

16:00 宮城県石巻市で, が
れきに閉じこめられてい
た祖母(80)と孫(16)が217
時間ぶりに救出される [Y]

・被災者数(20日現在)は,死
亡8,450, 安否不明18,432,
避難337,513。朝日新聞ま
とめによる [A]

11:00 笠浩史文部科学政務
官が岩手県庁を訪問 [A]

11:17 菅首相が防衛大学校
卒業式で訓示,「すべての
国民に対して,この試練の
先に日本の明るい未来を
つくるべく,力を合わせて
この国難を克服しようと
呼びかけたい」 [A]

・政府,松本防災担当相を本
部長とする「被災者生活
支援特別対策本部」を緊
急対策本部から分離し,事
務局を内閣府地下1階講堂
に設置 [A]

・枝野官房長官,北陸先端科
学技術大学院大学副学長
の日比野靖氏(65)と防衛
大学校安全保障・危機管
理教育センター長の山口
昇氏(59)を同日付で内閣
官房参与に任命したと発
表 [A]

・与野党による各党・政府
震災対策合同会議実務者
会合が開催 [A]

03:40 東京消防庁による福島第1原
発3号機への連続放水が終了。約
13時間半で2400トン以上の海水
を放水 [A]

07:00 福島第1原発3号機で原子炉
格納容器内の圧力一時的に高ま
る。280キロパスカル(午前3時)
から340キロパスカル(午前7時)
に [A]

08:20自衛隊, 福島第1原発4号機へ
放水を開始。米軍の消防車も投
入 [A]

11:30頃 東電, 緊急時の上限とされ
てきた100ミリシーベルトを超え
て被曝した作業員は7名と発表 [共

同通信社: 特別報道写真集]

12:40頃 原子力安全・保安院, 福島
第1原発3号機で格納容器内の圧
力が高まったことをうけて蒸気
を放出すると発表。「放射性物質
が多く出る可能性が高い」 [A]

15:24原子力安全・保安院,福島第1
原発3号機の格納容器で予定して
いた蒸気放出を当面見送ると発
表。「内部の圧力が安定してきた,
と東電から連絡があった」 [A]

15:46東電,電源復旧作業で1号機・
2号機へのケーブル接続を確認 [A]

18:22自衛隊, 福島第1原発4号機へ
の放水を再開 [A]

21:30東京消防庁, 福島第1原発3号
機への放水を再開 [A]

・東電, 福島第1原発5・6号機の冷
温停止を確認 [A]

・東京消防庁, 20日午後9時から21
日午前6時までの約6時20分間で
福島第1原発3号機に約1137トン
(毎分3トン)を放水,大阪市消防局
が支援 [A]

・夜北沢防衛相,「使用済み核燃料
プールの温度は全て100度未満」
と発表。自衛隊のヘリコプター
を用いて実施した福島第1原発一
帯の温度調査の結果 [A]

・防衛省, 福島第1原発復旧作業迅
速化のために74式戦車2台の投入
を決定。20日夕方に駒門駐屯地
(静岡)を出発,翌日午前5時現地到
着の見込み [A]

・枝野官房長官, 福島第1原発廃炉
の見通し示す [メルトダウン]

・政府,原子力損害賠償方の例外規
定を初適用し,被害者の損害を国
が賠償する方向で検討。しかし
東電と国との費用分担は見通し
立たず [メルトダウン]

・新潟県の航空写真撮影会社「エ
ア・フォト・サービス」が無人飛
行機で福島第1原発の様子を20日
から撮影。18日に松下経済産業
副大臣から要請 [A]

11:00 陸自:中央即応集団司令部, 内閣府副大臣を
空輸。霞目着陸 [SDF]

11:10 陸自:東北方面航空隊, 石巻市各所に避難
者ニーズによる物資(非常用糧食×25箱等)を空
輸 [SDF]

12:20陸自:第9飛行隊が物資輸送(食糧品・生活用
品等600Kg)を終了 [SDF]

13:08陸自:第6飛行隊が宮戸小学校に物資(医薬品,
日用品)を空輸 [SDF]

13:12 陸自:東北方面航空隊, 石巻市・女川町各所
に避難者ニーズによる物資(灯油×10缶等)を空
輸 [SDF]

16:04 陸自:第108全般支援大隊が15ヶ所に燃料輸
送 [SDF]

16:40陸自:第108全般支援大隊が6ヶ所に燃料巡回
配布 [SDF]

18:20 原子力:がれき除去用の74式戦車×2台及び
78式戦車回収車×1台が駒門駐屯地出発 [SDF]

18:27 陸自:東北方面航空隊, 石巻市各所に避難者
ニーズによる物資(灯油20L×10缶)を空輸 [SDF]

・防衛省と米軍,日米共同調整所(仙台市)での会議
を報道陣に公開 [NK]

06:15 山形フラワー長井線, 全線で運行
再開 [震災と鉄道全記録]

06:17 JR北上線, 全線で運行再開 [震災と

鉄道全記録]

07:10 JR奥羽線, 山形―米沢間が復旧。
米沢から新潟県へ延びる米坂線も全線
開通し, 山形県から日本海側につなが
るルートが復旧 [A]

08:00 三陸鉄道北リアス線(宮古-田老),
運行再開。1日3往復の無料運行 [震災と

鉄道全記録]

08:39 JR米坂線, 全線で運行再開 [震災と

鉄道全記録]

09:00 エクソンモービルジャパン, 塩釜
油槽所で操業再開 [W: エクソンモービル

ジャパン]

11:00東水戸道,水戸南-ひたちなか間で
通行止め解除 [W: NEXCO]

12:00時点 NTT東日本が福島・宮城・岩
手・青森・山形・秋田・茨城・栃木・群
馬・千葉・埼玉・神奈川・新潟・東京・
長野の各都県で設置した特設公衆電話
は計1,829台 [W: NTT東日本]

13:00 KDDIとソフトバンクモバイル,被
災基地局の8割が復旧 [NK]

13:00 NTT東日本, 不通だった固定電話
回線の約8割が復旧。13時時点の不通
回線は14万8500回線にまで減 [NK]

13:00 茨城港, 日立港区の比較的被害が
少ない第2埠頭地区B岸壁及び第5埠頭
地区D岸壁について, 船舶を限定し供
用開始 [W:関東地方整備局]

19:00久慈の港諏訪下第1埠頭・第2埠頭
で啓開作業が完了, 船舶を限定して供
用開始 [W:港湾局・海上保安庁]

・JR東北本線, 北上-一ノ関間で運転再
開 [NK]

・福島交通,郡山-那須塩原間の路線バス
を新設 [W:国交省]

・秋田中央交通・宮城交通・JRバス東北,
仙台-秋田間で運行再開 [W:国交省]

・弘南バス・岩手県交通,盛岡-弘前間で
運行再開 [W:国交省]

・南部バス・十和田観光電鉄・JRバス
東北・宮城交通,仙台-八戸間で運行再
開 [W:国交省]

・岩手県交通,一ノ関・千厩-気仙沼間で
運行再開 [W:国交省]

・国交省,仙台空港について,救援物資の
輸送拠点として本格的な利用が始まっ
たと発表 [NK]

・東北地方整備局,ポンプ車を使い仙台
空港の緊急排水に本格着手 [日経コンス

トラクション; 4/11]

・国交省,鉄道事業者を計画停電の対象
外にすることで東北電力と合意 [NK]

・エクソンモービルグループ,塩釜油槽
所で出荷再開 [NK]

・米エクソンモービル傘下の極東石油工
業, 20～22日に灯油計40キロリットル
と軽油36キロリットルを陸自多賀城駐
屯地に陸送 [NK]

・午前住友金属工業,震災のため休止措
置をとっていた鹿島製鉄所の高炉2基
のうち1基で風を送る「送風」を再開
した [NK]

・アサヒビール,ビール系飲料や清涼飲
料など14品の発売延期を決定との報
道 [NK]

・日産自動車,追浜工場(神奈川県横須賀
市)など国内6工場で一部生産を再開す
ると発表 [NK]

・日本郵政グループ, 青森・秋田・山形
宛ゆうパックの引き受けを再開 [W: 日

本郵政グループ]

・日本郵政グループ,被災地で車両型郵
便局等により業務を開始 [W:日本郵政グ

ループ]

・厚労省, 岩手・宮城・福島の雇用促進
住宅計3603戸を緊急避難所や仮設住
宅の代わりに使用することを許可する
と発表 [A]

・厚労省,全国の雇用促進住宅のうち約
4万1600戸が被災者の緊急避難先とし
て利用可能と発表 [NK]

・厚労省,被災した事業所を対象に,厚生
年金や協会けんぽの保険料の納付期限
延長を決定との報道 [NK]

・厚労省,公衆衛生医師をはじめとした
保健医療の有資格者の避難所派遣を依
頼 [W:厚労省]

・観光庁,被災者を対象に通常価格より
も低額で宿泊できる全国の旅館・ホ
テルの情報をウェブサイトで提供開
始 [NK]

・山形県,自衛隊と共同で救援物資の本
格輸送を開始 [NK]

・日本建築学会東北支部,「東北地方
太平洋沖地震災害調査速報(1)」を
発表 [建築雑誌; No.1622]

・日本建築学会東海支部,静岡県富士
宮市で地震被害調査を開始。3月21
日まで [建築雑誌; No.1622]

・日本社会福祉士会, 先遣隊3名が岩
手・宮城・福島3県に行き,県社会福
祉会および県と支援方針を打ち合わ
せ。3月21日まで [W:日本社会福祉士会]

・臨床発達心理士会,被災者支援を目
指して臨床発達心理士・東日本震災
支援対策本部を設置 [W: 臨床発達心理

士会]

・宇宙航空研究開発機構,超高速イン
ターネット衛星「きずな」の衛星通
信回線を提供。岩手県災害対策本
部,釜石市現地対策本部で「きずな」
による通信を開始 [W:宇宙航空研究開発

機構]
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市民社会 原発事故の影響 文化/風俗/メディア 東京圏/計画停電 福島県 宮城県 岩手県 海外動向

15:00 埼玉県羽生市のジャ
ズ愛好家や演奏者らでつ
くるNPO法人「ジャズタ
ウン」,設立発起人会が市
民プラザでチャリティー・
ジャズ・ライブを開催 [A]

・横浜F・マリノスのサポー
ターによるNPO法人ハマ
トラ・横浜フットボールネ
ットワーク,仙台市などの
避難所に物資を発送 [NK]

・NPO法人・アトピッ子地
球の子ネットワーク, 被
災地NPO協働センターの
「粉ミルクを届けようプロ
ジェクト」との提携を発
表 [W:アトピッ子地球の子ネッ

トワーク]

・日本国際ボランティアセ
ンター(JVC), 宮城県にス
タッフを派遣。医療物資・
生活物資を提供 [W: JVC]

・移住労働者と連帯する全
国ネットワーク,南三陸町
現地災害対策本部からの
要請により物資を搬送。
名無しの災害救援団と協
力して。その際,中国人研
修・技能実習生の安否を
確認 [W:移住労働者と連帯する

全国ネットワーク]

・移住者労働者と連帯す
る全国ネットワークと全
統労働組合がつくる「名
無しの震災救援団」, 第1
回の現地救援活動(南三陸
町) [W:名無しの震災救援団]

・たんぽぽ舎,緊急集会を開
催。震災と原発事故に関
連して [W:たんぽぽ舎]

15:20 関西電力の八木誠社
長, 福井県の西川知事と
会談。終了後「電気事業
全体にとって非常事態。
安全対策は500億～1000
億円ぐらいの投資を考え
ている」と発言 [A]

・文科省,放射性降下物の量
(都道府県別)を発表。一
時放射性セシウムが通
常の1000～2000倍。福島
県は震災でデータ得られ
ず [A]

・文科省, 3月19日採取の1
都6県の水道水から放射性
ヨウ素検出と発表 [A]

・栃木・群馬両県, 県内産
ホウレンソウなどから食
品衛生法の暫定規制値を
超える放射性ヨウ素とセ
シウム検出と発表。千葉
県内産シュンギクのヨウ
素も規定値超え。5県に拡
大 [A]

・農水省, 全国農業協同組
合連合会にホウレンソウ
の前倒し出荷や規格外の
ものでも出荷するよう要
請 [A]

・夜農水省,福島第1原発事
故発生前に生産・製造さ
れた農作物の取引を控え
ないよう流通業界や食品
業界に要請。屋内で適切
に管理されている限り安
全性は損なわれないとし
て [A]

・JAグループ,厚労省・農水
省など関係各省庁と民主
党・自民党に対し,出荷停
止などの措置が取られた
場合に国や東電が農家に
万全の保証をすることを
要請 [A]

・青森産リンゴに放射線測
定値証明添付。台湾側の
求めで [A]

・国交省,福島第1原発事故
の風評被害を防ぐため,航
空会社に空港の安全性を
強調する情報の提供を開
始との報道 [NK]

・国交省, ホームページに
羽田・成田周辺の放射線
量を英語・日本語で表示。
データは毎日更新する予
定 [NK]

・国交省, 中国政府に対し,
日本の航空貨物を通常通
り輸送させるよう3月20
日までに要請 [NK]

・中部電力,浜岡原発3号機
(定期検査中)の再開を当
面見送る方針を発表 [A]

09:19 サッカー日本代表の
MF松井大輔(仏・グルノー
ブル)が慈善試合のため帰
国。「サッカーを通じて何
かを伝えられれば。全力
で一生懸命やりたい」 [A]

10:00 甲子園で東北(宮城)
が黙祷の後, 30分間の大
会前練習。グラウンドを
使った練習は,震災後初め
て [A]

・浅草神社と浅草神社奉賛
会,戦後初の浅草の三社祭
中止を決定。「震災考慮し
自粛」 [A]

・有村知恵(宮城・東北高出
身)ら女子ゴルファー11
人, JR博多駅前広場で募
金活動実施 [A]

・FC東京, JR新宿駅東口駅
前で募金活動実施 [A]

・ソフトバンクの王貞治球
団会長,ヤフードームで被
災者支援の義援金募る [A]

・プロ野球西武の平尾ら数
人の選手, JR大宮駅前広
場で募金呼びかけ [A]

・日本ハムと阪神,札幌ドー
ムでのオープン戦前に募
金活動。約6500人のファ
ンが協力 [A]

・JTBによると, 3月の国内
旅行予約者数が3月20日
時点で前年同月比33%減。
東北への旅行予約は7割
減, 関東への旅行予約は6
割減 [NK]

・震災の影響を受け,外国人
選手が続々帰国 [Y]

・震災後,「地震酔い」が急
増 [NS]

・千葉市で, ガソリン約75
リットル盗難 [NS]

06:00頃千葉市若葉区の若葉区役所駐車場で,公用車2台の給
油口が壊され,ガソリン約75リットルが盗まれる [S]

08:00東京メトロ・霞ケ関駅で,地下鉄サリン事件から16年
の慰霊の会。同駅の柏木守首席助役が「大震災被災者の皆
さまのことも心に刻み,おみまい申しあげます」とあいさ
つし,社員21人が黙祷 [A]

10:00茨城県潮来市,全域で断水が続くが入浴施設が営業を
再開 [A]

11:15茨城県,北茨城市のホウレンソウから,暫定規制値の12
倍の放射性ヨウ素を検出したと発表。県は「人体に影響を
与えるレベルではない」 [A]

15:00埼玉県羽生市のジャズ愛好家や演奏者らでつくるNPO
法人「ジャズタウン」,設立発起人会が市民プラザでチャ
リティー・ジャズ・ライブを開催 [A]

18:00時点 茨城県内の避難住民は29市町村の3922人。この
うち福島県内からの避難者は1859人 [I]

18:00時点茨城県内の水道,断水の解消が27市町村に拡大し,
断水が続いているのは計14万世帯 [I]

19:00時点茨城県内の放射線量は,北茨城市で毎時0.755マク
ロシーベルト,高萩市は同0.216マイクロシーベルト [I]

20:03栃木県,県内産の露地栽培のホウレンソウなどから,食
品衛生法上の暫定規制値を超える放射性ヨウ素とセシウム
を検出したと発表。農業団体に対し,出荷自粛と自主回収
を要請。このほか千葉・群馬県産のホウレンソウなどから
も検出との発表も [A]

・東電, 3月20日の計画停電見送りを発表 [A]

・東電, 3月21日の計画停電について,朝から午後にかけての
3グループ(第4・5・1)の実施見送りを決定。残りは21日正
午までに判断 [A]

・東京都で,通常より高い放射線量の煤塵が発見される [BZ]

・文科省, 3月19日採取の1都6県の水道水から放射性ヨウ素
検出と発表 [A]

・東京都小平市,岩手県釜石市の防災対策本部に防寒着など
の物資緊急搬送を決定 [A]

・東京都練馬区,災害時相互援助協定を結ぶ福島県塙町に非
常食のアルファ米600食,マスク20万枚などを搬送 [A]

・浅草の三社祭,中止が決定 [A]

・横浜中華街で, 海の平穏を守る女神をまつる媽祖廟(まそ
びょう)の開廟日に合わせ,媽祖祭。大震災の被災地復興を
祈ろうと,参加者らは「がんばれ東北」と書かれたTシャツ
を来て街中を巡行,観光客らに義援金を呼びかけ [A]

・福島県双葉町の住民約1200人が避難した「さいたまスー
パーアリーナ」に「臨時町役場」が設置 [A]

・埼玉県,「さいたまスーパーアリーナ」に避難している福
島県双葉町の住民について, 4月以降は閉校した旧県立騎西
高校で受け入れると発表 [A]

・千葉県浦安市,市内の防犯対策を強化。水道やガスなどの
不通で自宅を一時的に離れている市民が多いことから,留
守宅を狙った空き巣などの犯罪多発を懸念 [CN]

・断水が一部で続く千葉県浦安市で,老人福祉センターの大
浴場が再開 [S]

・茨城県,市場に流通している主な県産の野菜・果物11品目
をサンプル検査した結果,すべて基準値を大幅に下回った
と発表 [I]

・茨城県警など, 常磐自動車道の水戸-いわき中央両IC間の
通行止めを3月21日午前10時に解除すると発表 [I]

・午前東水戸道路が復旧 [I]

・北茨城市など茨城県北地域や沿岸地域に,県南地域から救
援物資が送られる [S]

17:10暫定基準値を超える放射性物質が新
たに検出された原乳の産地は, 飯舘村な
ど4市町村。放射性物質のうちヨウ素は
基準値の4～17倍 [ふくしまの30日]

・福島県から検査委託された日本分析セン
ターで処理ミスのため結果待ち。県は3
月21日からの県内全農家の露地野菜の出
荷自粛をJA福島五連に要請 [FP]

・川俣町の水道水から国の摂取基準値を上
回る放射性ヨウ素が検出。3月18日に判
明したが, 国の原子力災害現地対策本部
が20日未明に発表 [FP]

・福島県が県内の全酪農家に原乳の出荷自
粛を要請した3月20日,生産農家や団体関
係者から「県の判断は行き過ぎ」とする
怒りと戸惑いの声 [FP]

・3月20日までに県内の死者は691人。行方
不明者は4,468人となり,死者・行方不明
者は5159人と5000人を超えた [FP]

・福島県の被災者の県外避難が加速し, 3月
20日に20000人を超えた。主な避難先は
山形・新潟・茨城・栃木・群馬・埼玉・千
葉の7県で新潟が最多 [FP]

・埼玉県,避難した双葉町の住人約1200人
を4月以降閉校した旧県立騎西高校(加須
市)に受け入れると発表 [A]

・飯舘村では, 3月19日に続き20日も,希望
する村民・避難者を栃木県鹿沼市に輸送。
自衛隊員らが運転する村のマイクロバス
で約230人が便乗 [FP]

・福島県災害対策本部,福島第1原発から半
径20～30キロ圏内の屋内退避区域にある
病院などからの搬送を本格化。3月22日
にも避難が完了する見通し [FP]

・震災発生以降問題になっているガソリン
供給について, 福島県は国との協議がま
とまり県外から持ち込む体制が整ったこ
とを明らかにした [FP]

・桑折町社会福祉協議会と町は, ふれあい
館に災害ボランティアセンターを開設。
3月20日から本格稼働した。初日に町民
45人が登録 [FP]

・新常磐交通・福島交通,いわき-郡山間で
バス運行再開 [W:国交省]

16:00石巻市では,倒壊した家
屋から県警などが80歳の女
性と16歳の男性を救出 [A]

17:00石巻市では,土葬による
仮埋葬の申し込みが3月20日
までに170件 [A]

・宮城県警によると, 県内の
死者は3月20日時点で, 5053
人。5000人を超える [K]

・県内の9市町, 火葬の限界か
ら土葬を容認することが判
明。県災害対策本部による
と, 仙台・東松島・気仙沼・
石巻・名取の5市と,南三陸・
女川・山元・亘理の4町が土
葬に踏み切る意向 [K]

・仙台市,必要な仮設住宅の戸
数を3000戸と想定している
ことが判明 [K]

・全国市長会長(新潟県長岡市
の森市長), 仙台市の奥山市
長と電話で会談し,短期・長
期の支援に必要な人員の確
保に尽力する旨伝える [K]

・仙台空港に救援物資を積
んだ米軍の大型輸送機が到
着 [K]

・3月20日～26日にかけて,石
巻赤十字病院と気仙沼市立
病院から肺炎患者約40人が
東北大病院に搬送される。1
人はジオネラ肺炎と診断 [A]

・登米市の布施市長,南三陸町
の災害対策本部を訪れ,仮設
住宅の敷地提供などの支援
を申し入れ [K]

・気仙沼の水産業関係者200
人,気仙沼市魚市場に集まり
復興に向けて対策を協議 [K]

・気仙沼市の漁港周辺,大潮の
時期を迎え,地盤沈下した土
地に海水が入り込む [K]

・北海道伊達市,姉妹都市の宮
城県山元町に向け,赤十字奉
仕団や消防組合で編成した
第1次派遣団18人が出発 [K]

・宮城県原子力安全対策室と
東北電力によると, 3月20日
に県内で観測した放射線量
は,大河原町役場付近が最大
で0.81マイクロシーベルト
(女川原発は除く) [K]

・文科省の笠政務官,岩手県を
訪問。県庁で達増県知事ら
と被災した子供の心のケア
問題について会談 [NK]

・岩手県災害対策本部,津波に
飲み込まれ行方不明になっ
ていた大槌町の加藤宏暉町
長が,遺体で見つかったと発
表 [NK]

・大槌町,身元の確認できない
遺体について,町内に土葬す
る方針を表明 [K]

・大船渡市で, 津波で流され
通行の支障となっている車
両を撤去する作業が始まる。
道路端から約5メートル以内
の車を撤去 [W:岩手日報]

・陸前高田市,同市高田町の市
学校給食センター北側に市
役所仮庁舎を開設。ほぼ全
壊の被害を受けた市役所庁
舎の機能を代替 [W:岩手日報]

・沿岸の被災地は燃料が流通
し始めた一方,内陸部はまだ
市場供給がままならず, 3月
20日にはガソリンスタンド
付近で給油待ちの車が数キ
ロの列 [W:岩手日報]

・JR東北本線, 北上-一ノ関間
で運転再開 [NK]

・台湾:行政院原子力委員会,日
本から輸入されたソラマメ
から微量の放射性物質が検
出されたと発表。日本から
台湾に輸出した産品から放
射性物質が検出されたのは
初。同委員会報道担当者に
よると,成田で放射性物質が
付着した可能性が高い [LT]

・台湾:日本から輸入する生鮮
食品・乳児用食品・水につい
て放射性物質を検査するた
めに,全量検査の態勢へ [NK]

・台湾:内政部長江宜樺, 福島
原発事故をうけて,国家安全
会議で原発事故退避区域を
現行の5キロから20キロに変
更することを検討すると明
らかに [LT]

・台湾:福島第1原発事故をう
け,約5000人の市民が台北と
高雄で同時にデモ行進。当
局に「直ちに第四核能廠の
工事を中止」と呼びかけ [LT]

・夜日本華人教授会議,「日本
社会と手を携えて共に自然
災害に打ち勝とう!—在日華
人・華僑および留学生への
アピール文」を発表 [RJ]

・ドイツ:ハンブルグ地方政府
による支援で,ドイツ側の北
海から日本へ漁に出る漁師
についてヨウ素剤が配布さ
れる [BZ]

・ロシア:政府が日本に太平洋
の魚介類を検査するよう調
査船に要請 [BZ]

・世界銀行,日本の実質国内総
生産成長率について震災で
一時的に鈍化するものの,復
興に伴って今年半ば以降は
回復する見込みと発表 [A]
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・JX日鉱日石エネルギー,八戸油槽所か
ら在庫のみ出荷開始 [W: JX日鉱日石エネ

ルギー]

・コスモ石油, 八戸油槽所・塩釜油槽所
から在庫のみ出荷再開 [W:コスモ石油]

・緊急地震速報の精度が低下。11日～
20日で36回出すも実際に震度5以上は
11回,的中率約30% [A]

・国交省,危険物荷役に係る許可手続き
の簡素化について事務連絡。即日許
可,迅速な処理が可能に [W:内閣府]
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・ヤマト運輸, 集荷と配達を停止していた茨城県の北茨城
市・高萩市・日立市・常陸太田市・常陸大宮市・大子町で
業務を再開したと発表 [S]

・午後 JR両毛線,新前橋-伊勢崎駅間で通常の1割程度の本数
で運行再開。3月21日以降は計画停電の時間帯を避けて運
行の見込み。伊勢崎-小山駅間は引き続き運休 [J]
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Mon.
21

Mar.

3月
21日
(月)

08:37 福島県沖を震源とす
る地震, M4.1,同県楢葉町
で震度3 [Y]

12:39 新潟県中越地方を震
源とする地震, M3.9,長野
県栄村で震度3 [Y]

13:15 岐阜県飛騨地方を震
源とする地震, M4.7,同県
高山市で震度3 [Y]

14:08 茨城県沖を震源とす
る地震, M5.2,水戸市など
で震度3 [Y]

20:30 消防庁の発表によ
ると, 死者8078人, 行方
不明者10507人, 負傷者
2949人。建物は全壊5901
棟, 半壊4099棟, 一部破損
112719棟。確認されてい
る避難者数合計310199
人 [W:消防庁]

・被災者数(21日現在)は,死
亡8,805, 安否不明18,335,
避難306,839。「避難」は
県外からも含め各都道県
内で避難している人の総
数。朝日新聞まとめによ
る [A]

05:30 菅首相が21日午前に
予定していた宮城県石巻
市と福島県の視察を中止。
天候不良が理由 [A]

08:15 菅首相が村井宮城県
知事らと電話会談。今年
度予算の予備費のうち300
億円程度を宮城県沿岸部
に向けた「当面の緊急対
応分とする」 [A]

11:15 民主党の岡田幹事長
がさいたまスーパーア
リーナを訪問 [A]

16:03 第13回緊急災害対策
本部会議 [W:官邸]

・福山官房副長官が首相官
邸で海外メディア向けに
記者会見。個別案件で海
外向けに会見するのは初
めて [NK]

00:00頃 原子力安全・保安院, 福島
第1原発で,基準濃度の6倍のヨウ
素131が検出されたと発表。セシ
ウムも検出 [A]

02:40頃 原子力安全・保安院, 福島
第1原発の原子炉に注入された海
水の一部が海へ流れ込むことに
ついて, 「十分考えられる。モニ
タリングをするべきだと考えて
いる」 [A]

06:37 自衛隊, 福島第1原発4号機
に地上から放水(約90トン)を開
始 [A]

11:36 福島第1原発5号機で外部電
源による電力供給が再開。午後1
時前にポンプ始動,本格的な冷却
開始 [A]

14:30 福島第1原発1～4号機の放水
口付近で海水を調査した結果,高
濃度の放射性物質を検出。国の
暫定規制値比でヨウ素が126.7倍,
セシウムが16.5～24.8倍 [NK]

15:55頃 福島第1原発3号機建屋の
屋上から灰色がかった煙が発生。
作業員が退避 [A]

18:20頃 福島第1原発2号機から白
い煙が出ていることが確認され
る [A]

19:00頃 原子力安全・保安院, 福島
第1原発3号機の煙は収まったと
発表。「放射線のレベルは安定」
[A]

19:40 東電の武藤副社長, 会見で
「安全神話は崩れたか」との質問
に対し「安全を確保するのが大前
提。今回の事象をふまえ, 様々な
議論がこれから必要」と回答 [A]

・福島第1原発4号機,配電盤まで電
気を通すケーブル敷設が完了 [メ

ルトダウン]

・東電,福島第1・第2原発を襲った
津波の高さについて,少なくとも
14メートル以上だったとの見解
を発表 [NK]

・東芝, 福島第1原発事故復旧に必
要な機材として荏原や電業社機
械製作所に大型ポンプを追加発
注。東芝三重工場(三重県朝日町)
からもモーターを追加調達 [NK]

・石原東京都知事,放水作業をめぐ
り政府関係者から都のハイパー
レスキュー隊幹部に「速やかにせ
ねば処分する」との圧力発言が
あったとして,菅首相に抗議 [メル

トダウン]

・IAEA(国際原子力機関)が緊急理
事会をウィーンで開催。福島第1
原発事故について協議 [A]

11:00 陸自:第9特科連隊が岩手県山田町各地区で
物資輸送及び給水支援を実施 [SDF]

11:36 陸自:第108全般支援大隊が14ヶ所に燃料巡
回配布 [SDF]

11:45陸自:第13後方支援隊が福島県矢吹町で給水
支援を実施 [SDF]

12:41 陸自:東北ヘリ隊, 石巻市網地島に避難者
ニーズによる物資(日用品)を空輸 [SDF]

15:00 陸自:東北ヘリ隊, 石巻市鮎川中学校に避難
者ニーズによる物資(日用品)を空輸 [SDF]

16:11 陸自:第108全般支援大隊が37ヶ所に燃料巡
回配布 [SDF]

16:59陸自:北方航空隊UH730が山形から花巻まで
物資を空輸 [SDF]

17:02陸自:東方ヘリ隊が石巻市荻浜小学校に物資
(日用品,水,衣類)を空輸 [SDF]

17:30陸自:西方ヘリ隊が気仙沼市階上中学校に避
難者ニーズによる物資(日用品)を空輸 [SDF]

17:55陸自:中方ヘリ隊が南川陸町の各所に避難者
ニーズによる物資(食料,衣類)を空輸 [SDF]

・折木良一統合幕僚長,ウィラード米太平洋軍司令
官と防衛省内で会談 [NK]

・防衛省, 被災者からの聞き取りに基づき自衛隊
が県や市町村に必要な救援物資の配分や輸送量
を伝える支援体制「民生支援セル」の始動を発
表 [NK]

・米原子力空母ジ
ョージ・ワシン
トン, 横須賀港
を離れる [A]

10:00常磐道,水戸-いわき中央間で緊急
交通指定が解除。一般車両の通行が可
能に [W: NEXCO]

10:10 コスモ石油, 千葉製油所の火災が
鎮火 [W:コスモ石油]

15:00水産庁,震災による岩手・宮城・福
島3県の太平洋沿岸の漁港・漁船の被
害調査結果を取りまとめ。「壊滅的な
被害」 [A]

・警察庁, 東北自動車道(一関IC以北)と
宮城県内の国道398号について22日午
前10時以降指定を解除し, 通行可能と
すると発表 [NK]

・近鉄バス・山交バス,山形-京都・大阪
間で運行再開 [W:国交省]

・富山地方鉄道・宮城交通,仙台-富山間
で運行再開 [W:国交省]

16:30 仙台塩釜港の塩釜区塩釜航路, 貞
山埠頭第2号岸壁, 同第3号岸壁, 同第4
号岸壁が復旧。船舶を限定し一部で供
用開始 [W:港湾局・海上保安庁]

・夜東北6県の停電,最大約486万戸に及
んでいたが約22万戸までに縮小 [NK]

‐東電, 広野火力発電所(福島県広野町)
と常盤那珂火力発電所(茨城県東海
村)の2火力発電所(合計出力480万キロ
ワット)の大幅損壊を発表 [A]

・経産省,石油備蓄法で民間石油会社に
義務付けている石油備蓄量の22日分
引き下げを発表。3日分を引き下げた
14日の措置に続くもので計25日の引
き下げ幅は過去最大。備蓄量は45日分
に [A]

・極東石油工業,千葉製油所(千葉県市原
市)でガソリン生産を再開。フル操業
に突入 [NK]

・出光興産,宮城県塩釜市の油槽所が復
旧と発表 [A]

・JX日鉱日石エネルギー,出光の塩釜油
槽所再開を受け油槽所の共同利用で出
荷開始 [W: JX日鉱日石エネルギー]

・JX日鉱日石エネルギー,根岸製油所の
稼働再開を発表 [A]

・JX日鉱日石エネルギー, 水島製油所
(岡山県倉敷市)の3基ある常圧蒸留装
置で合計日量2万バレルの能力増強を
実施 [NK]

・JX日鉱日石エネルギー,仙台製油所で
在庫の出荷を一部再開 [NK]

・JX日鉱日石エネルギー, 3月21日時点
で東北6県の約1200の系列給油所のう
ち約750店の営業再開を確認 [NK]

・JR貨物, 18日から運行されている根岸
駅から盛岡貨物ターミナル駅への石油
貨物列車を1本増発。計2本体制へ [A]

・NTTドコモ,岩手・宮城・福島3県で携
帯電話の使える地域や復旧状況など
を地図上に表示した「復旧エリアマッ
プ」を配信開始との報道 [NK]

・携帯電話大手3社が東北地方に持つ基
地局の稼働率, 一時5割に落ち込むも9
割までに回復との報道 [NK]

・ケーヒン,自動車部品を生産する宮城
県内の工場で試験生産を開始 [NK]

・ダイハツ工業,海外生産向けの部品生
産を再開 [NK]

・富士重工, 一部部品の生産を3月23日
から群馬製作所で再開と発表。24日か
らは近郊の別工場で補修用部品の生産
も開始 [NK]

・日産自動車,海外生産拠点に搬送する
部品や補修用部品の生産を再開 [NK]

‐富士通,福島県伊達市の工場で操業停
止が長引き, 島根県や石川県の工場に
生産を一時的に移管 [FP]

・みずほ銀行,システム障害で停止中の
ATMについて,本支店・出張所のATM
での現金引き出しと預け入れに限って
3月22日午前8時に再開すると発表 [A]

・ヤマト運輸,岩手・宮城・福島3県で宅
配サービスを一部再開すると発表。青
森県の5市,秋田県の1市2郡では配達員
による集配を開始 [NK]

・ユニクロのインターネット通販,青森・
山形・秋田各県の一部地域と茨城県全
域で21日までに再開 [NK]

・観光庁,被災者向けに旅館やホテル2万
9000人分を確保したと発表。期間は1
カ月程度。1人当たり1泊3食付き5000
円の費用と宿までの移動費用につい
て災害救助法に基づき公費で全額負
担 [A]

・水産庁, 捕鯨船「日新丸」の被災地派
遣を決定。灯油や食料などの支援物資
を輸送 [A]

・厚労省,被災に伴う医療法等の取り扱
いについて通知。被災地に診療所を開
設する場合や定員を超えて入院患者を
受け入れる場合, 医療法等の弾力的運
用が可能に [W:内閣府]

・農林水産省まとめによると, 3月21日
時点で被害を確認した漁港は北海道・
青森・岩手・福島・茨城・千葉で合計
118カ所 [NK]

・農林水産省まとめによると, 3月21日時
点で北海道・青森・福島・茨城・千葉
で被害を受けた漁船数は2346隻 [NK]

・環境省,「災害廃棄物の処理等に係る
法的問題に関する検討会」の第1回会
議を開催 [W:環境省]

・土木学会,「土木学会東北関東大地震
調査ガイドライン(案)」(当面の学術
調査の指針)を3月21日付で策定 [W:

土木学会]

・土木学会,「海外からの調査協力申
し出への対応」(基本的対応方針)を
3月22日付で策定 [W:土木学会]

・日本建築学会東北支部,災害調査委
員会を設置。また「東北地方太平洋
沖地震災害調査速報(2)」を発表 [建

築雑誌; No.1622]

・日本看護協会, 3月21日から岩手県
に災害支援ナースの派遣を開始 [W:

日本看護協会]

・理化学研究所仁科加速器研究セン
ター, 大阪大学を中心とした諸大学
と共同で, 福島県における放射線測
定の支援を開始 [W:理化学研究所]
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・各動物保護団体と捕鯨団
体,被災地における動物の
支援を提案 [BZ]

・公益社団法人シビック・
フォース代表の大西健丞,
「action!がんばろう日本」
に出演 [W:シビック・フォース]

・アジア協会アジア友の会,
宮城県登米市の医師森ふ
れあいセンターを拠点と
して支援活動を開始 [W:ア

ジア協会アジア友の会]

・救急・災害医療や防災に
かかわる三つのNPO, 共
同で「赤ちゃん一時避難
プロジェクト」(仮称)を開
始。呼びかけの中心は日
本ファーストエイドソサ
エティ [A]

・NPO法人・災害人道医療
支援会(Huma),医師・看護
師ら8人が南三陸町へ [A]

・神奈川災害ボランティ
アネットワーク, ボラン
ティアを210人の定員で
募集 [KS]

・真宗大谷派, 各地の中核
寺院(別院)を中心とする
全国の関連施設での避難
者受け入れを決定との報
道 [A]

・雨天の東日本, 大気中の
放射性物質の量が増加す
る地域相次ぐ。首都圏で
前日の2倍。新宿区で毎
時0.108マイクロシーベル
ト。市原市で毎時0.081マ
イクロシーベルト [A]

・茨城県ひたちなか市,降下
物から1日1平方メートル
あたり1万3千ベクレルの
セシウム137を検出。ヨ
ウ素131も9万3千ベクレ
ル。3月20日～21日にか
けて文部科学省が全国で
分析 [A]

・原子力災害対策本部,原子
力災害特別阻止法に基づ
き,福島・茨城・栃木・群
馬各県で産出したホウレ
ンソウとカキナ,および福
島県で産出した原乳につ
いて,当分の間関係業者の
出荷制限をするよう各県
知事に指示 [NK]

・暫定規制値を超える放射
性物質が検出された春菊
を出荷したちばみどり農
業協同組合(旭市), 3月22
日から当分の間全ての農
産物の出荷を停止すると
千葉県が発表 [NK]

・埼玉県,熊谷など北部3市
で3月20日に採取したホ
ウレンソウの放射性物質
を調査した結果,すべて食
品衛生法の暫定基準値を
下回ったと発表 [S]

・深夜農水省,各市場に「出
荷停止対象以外の品目の
受託拒否は卸売市場法に
違反する」と周知する通
知 [A]

・枝野官房長官,農産物出荷
制限措置について「東電
が責任を持つが,不十分な
ら国が責任持つ」 [メルトダ

ウン]

・厚労省, 福島県飯舘村で
3月20日午後0時半に採取
した水道水から暫定規制
値(1キログラムあたり300
ベクレル)の約3倍に当た
る1キログラムあたり965
ベクレルの放射性ヨウ素
が検出されたと発表 [NK]

・厚労省, 放射性ヨウ素が
1キログラムあたり100ベ
クレルを超えた水道水に
ついて,乳幼児用粉ミルク
を解くために使わないよ
う都道府県に通知 [NK]

05:00 国関連の文化財被害
は295件(21日午前5時現
在)。文化庁調べ。天心の
六角堂流失など。茨城県
桜川市への現地調査も始
まる [A]

11:10 プロ野球日本ハムの
斎藤佑樹,オープン戦での
初先発を前に札幌ドーム
で募金活動 [A]

15:04国際スケート連盟,世
界フィギュアスケート選
手権の日本開催を断念す
ると発表。当初は3月21
日から東京で開かれる予
定で, 日本側は10月への
延期を求めていた [A]

・プロ野球パ・リーグ,東京
都内で臨時オーナー会議
と理事会開催。東京電力
と東北電力管内で4月中の
ナイターを行わないこと
を決定 [NK]

・プロ野球楽天,仙台市のク
リネックススタジアムで4
月29日から公式戦開幕を
目指す方針を発表。22日
からの修復工事のめどが
立ちそう [A]

・19日 発 売 の 週 刊 誌
「AERA3月28日号」,表紙
で「放射能がくる」とのタ
イトルで防護マスクの写
真を大きくしたことへの
苦情に対し,出版元の朝日
新聞出版がインターネッ
ト上で謝罪 [NK]

・昭和28・29年早生まれの
元プロ野球選手82人で構
成する親睦団体・28(ニッ
パチ)会, 義援金を募集す
る公式サイトを開設,との
報道 [A]

・アイ・アールジャパン,日
本企業の適時開示情報を
英訳して海外の主要投資
家に伝達する取り組みを
開始,との報道 [NK]

・震災直前に異様な雲が横
浜上空に出現。地震雲と
して日本地震雲研究会会
員により撮影されていた
との報道 [NS]

05:30時点茨城県内の避難住民は, 28市町村の3582人。この
うち福島県内からの避難者は1836人 [I]

10:00常磐自動車道,水戸IC以北で通行止め解除。茨城県内
高速道路網は全線で一般車両の通行が可能に [I]

15:04国際スケート連盟,世界フィギュアスケート選手権の
日本開催を断念すると発表。当初は3月21日から東京で開
かれる予定で,日本側は10月への延期を求めていた [A]

18:00時点茨城県内の水道,神栖市全域の約2万9000世帯,日
立市の約2万2000世帯など, 16市町村の一部地区の計11万
6000世帯で断水が続く [I]

18:00時点茨城県内の放射線量,北茨城市で毎時1.820マイク
ロシーベルト,高萩市で3.160マイクロシーベルト [I]

・雨天の東日本, 大気中の放射性物質の量が増加する地域
相次ぐ。首都圏で前日の2倍。新宿区で毎時0.108マイクロ
シーベルト。市原市で毎時0.081マイクロシーベルト [A]

・首都圏を中心に大手スーパーなど小売店や居酒屋が茨城
県産ホウレンソウの販売を停止,との報道 [NK]

・石原都知事, 東京消防庁による福島第1原発放水作業に関
連し,政府関係者による「速やかにやらねば処分」との長
時間放水命令の結果,消防車が壊れたとして菅直人総理に
抗議 [A]

・東京都,被災者や福島第1原発事故による避難者に対し,東
京ビッグサイト(定員約3千人)と東京国際フォーラム(定員
約1千人)を避難所として提供すると発表。受け入れ開始は
ビッグサイトが3月22日午後6時,国際フォーラムは準備が
でき次第 [A]

・昼調布市西町の味の素スタジアムで地元の飛田給自治会
が初の炊き出しを実施。都が避難所に開放している調布市
庁舎近くの敷地にテントを張る [A]

・京浜臨海部の製油所,ほぼ機能回復の見通し [KS]

・神奈川災害ボランティアネットワーク, ボランティアを
210人の定員で募集 [KS]

・被災者支援のため福島県いわき市に寄港していた神奈川
県立海洋科学高校(横須賀市)の海洋実習船「湘南丸」など2
隻,三浦市の三崎漁港に帰港。現地で乗り込んだ知的障害
者33人は県の入居施設など3カ所で受け入れ [A]

・夜神奈川県小田原市東町の県立小田原総合ビジネス高校
の吹奏楽部,被災者を支援するチャリティーコンサートを
小田原市民会館で開催 [KS]

・埼玉県加須市,正式な受け入れ要請を受ける前に,「双葉町
支援対策本部」を設置 [S]

・埼玉県,熊谷など北部3市で3月20日に採取したホウレンソ
ウの放射性物質を調査した結果,すべて食品衛生法の暫定
基準値を下回ったと発表 [S]

・コスモ石油,地震直後から続く千葉製油所(千葉県市原市)
の火災が鎮火したと発表 [NK]

・暫定規制値を超える放射性物質が検出された春菊を出荷
したちばみどり農業協同組合(旭市), 3月22日から当分の間
全ての農産物の出荷を停止すると千葉県が発表 [NK]

・サッカーJ1柏レイソルの選手会,柏駅前の高島屋柏店とそ
ごう柏店で義援金の募金活動。ジェフユナイテッド市原・
千葉や選手会もJR千葉駅で募金活動 [A]

・茨城県教委,福島第1原発の事故などで県内に避難する福島
県の児童・生徒を県内公立学校で受け入れる方針を決定 [I]

16:00頃 いわき市では, 原発事故以来30キ
ロ圏外にもかかわらず人や物資が減少。
公民館で市民向けに初めてペットボトル
水とパック米飯が配布 [A]

20:30頃 佐藤福島県知事, 清水東電社長か
ら謝罪面会を申し込まれるも拒否。「事
故収束が先」 [メルトダウン]

・国の検査で川俣町の水道水から基準を超
えるヨウ素が検出された問題で, 福島県
は国の原子力災害現地対策本部と連帯し,
県内77ヵ所の水道水検査を開始 [FP]

・厚労省, 福島県飯舘村で3月20日午後0時
半に採取した水道水から暫定規制値(1キ
ログラムあたり300ベクレル)の約3倍に
当たる1キログラムあたり965ベクレルの
放射性ヨウ素が検出されたと発表 [NK]

・飯舘村の水道水から国の摂取基準値を
上回る放射性ヨウ素が検出され, 厚労省
は県を通じて引用を控えるよう村に要
請 [FP]

・飲料水から放射性ヨウ素が検出された飯
舘村では, 村内の簡易水道, 井戸水, 沢水
のすべてを摂取しないよう呼びかけ。県
が飲料水9.6トンを用意 [FP]

・県外避難者2万3000人に。今後も増え続
ける見通し [FP]

・福島県いわき市から避難してきた知的障
害者33人, 三崎漁港(神奈川県三浦市)に
到着。神奈川県の入居施設など3か所で
受け入れ [A]

・避難区域内6高校と養護学校などの当面
の移転先が決定。隣県で受け入れ準備進
む [FP]

・福島県から県外へ3月21日までに避難
した約23,000人のうち, 新潟県が避難所
77ヵ所に約7,800人を受け入れ [FP]

・東京都墨田区, 原発周辺からの避難住民
計430人を区の3施設で3月22日～31日ま
で受け入れることを決定 [FP]

‐関西広域連合の滋賀県と京都府, 福島県
の支援を担当。滋賀県は約1,500人,京都
府は約5,000人の避難者受け入れ体制を
整備 [FP]

・原発事故の影響で福島県から県外に避難
した被災者が旅館への宿泊を断られてい
た問題で, 厚労省は各自治体に通知を出
し宿泊施設への指導を要請 [FP]

‐富士通, 福島県伊達市の工場で操業停止
が長引き, 島根県や石川県の工場に生産
を一時的に移管 [FP]

・緊急車両のみ通行可能だった常磐自動車
道磐城中央-水戸IC間で,一般車両の通行
止めが解除 [FP]

01:00頃 宮城県の燃料供給拠
点・塩釜港の沖合に,出光興
産・JX日鉱日石エネルギー
など国内大手5社連合のタン
カーが到着 [K]

10:00 マクドナルド仙台大野
田店, 営業を再開。震災後,
宮城県内全店を休業してお
り,県内での再開第1号店 [A]

12:40 プロ野球楽天の島田亨
オーナー, Kスタ宮城での公
式戦について, 4月29日から
の開催を目指す方針を明ら
かに [A]

・宮城県,県内の避難者情報に
ついて, 3月22日午後4時から
電話での問い合わせに対応
すると発表 [NK]

・宮城県, 塩釜・志津川両漁
港で,津波被害を受けた航路
や停泊水域の応急復旧に着
手 [K]

・宮城県,県北10市町村に給水
する県営大崎広域水道の復
旧作業が大崎市などで遅れ
ていると発表 [K]

・仙塩流域下水道(仙台・塩釜な
ど3市2町)のセンターの応急
措置が3月22日中に完了し,
河川に排水できる見通し [K]

・鳥取県の平井知事,宮城県庁
を訪問し,県内被災地で避難
所生活を送る被災者2000人
を鳥取県内の公営住宅など
に受け入れる意向を村井県
知事に伝える [K]

・仙台市,震災で供給を休止し
ていた都市ガスを3月23日か
ら順次再開すると発表 [NK]

・Kスタ宮城そばに即席の露
天風呂が完成。地元有志が
空地に設置 [NS]

・宮城県山元町で, ミニFM局
「りんごラジオ」が開局。局
名は山元町の名産と, 66年前
の太平洋戦争からの復興シ
ンボル曲「りんごの唄」から
命名 [NS]

・気仙沼市の漁業関係者,気仙
沼・本吉広域防災センター
にて同市出身の小野寺五典
衆議院議員と懇談。気仙沼
港の機能回復と漁業関連施
設の整備に国の支援を求め
る [K]

・栗原市の曹洞宗の僧侶有志,
同市築館の火葬場「くりは
ら斎苑」で読経のボランティ
アを開始 [K]

・NPO法人・災害人道医療支
援会(Huma),医師・看護師ら
8人が南三陸町へ [A]

・達増県知事, 2011年度実施予
定の県事業について「事業
仕分け」を実施してほぼ全
面的に見直す方針を明らか
に [NK]

・岩手県, 道路をふさいでい
たがれきの撤去や迂回(うか
い)路の設置が進み, 沿岸部
の集落などの孤立状態がす
べて解消したと発表 [W:岩手

日報]

08:30 ロシア:戦闘機2機など,
大気中のちりを集める「集
じんポット」を装着して日
本の防空識別圏に侵入 [A]

・アメリカ:GM,日本からの部
品供給が滞っているため,ル
イジアナ州の小型トラック
工場の操業を停止。3月28日
から操業再開 [A]

・アメリカ:電力大手のNRGエ
ナジー,テキサス州原発で計
画中の原子炉増設について,
事業認可関連手続きなどを
除く作業停止を発表。福島
第1原発事故をうけて米原子
力規制委員会が行っている
安全性再評価の結果を見極
めるため [A]

・イギリス政府,在留イギリス
人540人に対してヨウ素剤を
無料配布 [BZ]

・中国:救援隊, 救援任務を終
え帰国。国際救援隊の中で
最後の撤退 [RJ]

・中国:国家品質監督検査検疫
総局,東京港からアモイ港に
向かう商船三井の船で放射
線量の異常を検知 [A]

・中国:新華社通信, 中国の国
家品質監督検査権益総局が
日本から輸入する食品の放
射能検査を各地の検査検疫
当局に指示したと報道 [A]

‐中国:福島第1原発の事故に
より「中国でも放射性物質
による汚染が広がる」とい
うデマをメールで流したと
して,当局に拘束されるケー
スが相次ぐ [A]

・中国:上海・長沙・ベトナムか
ら日本に向けて出発した三
一重工のエンジニア3名(戴
達安,周新安,彭延寿)が, 3月
21日～22日にかけて東京に
到着 [RJ]

・ドイツ:国内支援団体による
寄付金が合計500万ユーロを
超える [BZ]

‐フィリピン政府, 震災の影
響で4月にも発行を目指して
いた円建て外債(サムライ債)
の発行を延期する意向 [NK]

・フィンランド:携帯電話端末
会社ノキア,生産能力に制限
が出るとの見通しを提示 [A]

・フランス:自動車プジョー・
シトロン・グループ, 3月23
日からエンジンの生産が影
響を受けることを明らかに
した [A]
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市民社会 原発事故の影響 文化/風俗/メディア 東京圏/計画停電 福島県 宮城県 岩手県 海外動向

・国交省,福島第1原発事故
について,国際航空運送協
会と国際海事機関が発表
した「日本への渡航制限
はない」との情報を航空会
社や海運会社に通知 [NK]

・WHO(世界保健機関), 日
本政府などが提出した調
査結果に基づき,日本産農
産物の放射能汚染につい
て監視と分析を開始 [NK]

・国際放射線防護委員会,原
発事故などが起きた後に
周辺に住む人の年間被曝
限度量は, 2007年の勧告
に基づき1～20ミリシー
ベルトの範囲が妥当との
声明を発表 [A]

・JX日鉱日石エネルギー, 仙
台製油所で在庫の出荷を一
部再開 [NK]

・ICRP(国際放射線防護委員
会), 原発事故などが起きた
後に周辺に住む人の年間被
曝限度量は, 2007年の勧告に
基づき1～20ミリシーベルト
の範囲が妥当との声明を発
表 [A]

・WHO(世界保健機関), 日本
政府などが提出した調査結
果に基づき,日本産農産物の
放射能汚染について監視と
分析を開始 [NK]
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Tue.
22

Mar.

3月
22日
(火)

04:26 茨城県北部を震源と
する地震, M4.4,同県日立
市などで震度3 [Y]

04:29 岩手県沖を震源とす
る地震, M4.5, 同県宮古
市・釜石市で震度3 [Y]

06:24 茨城県沖を震源とす
る地震, M4.3,福島県棚倉
町などで震度3 [Y]

09:33 茨城県沖を震源とす
る地震, M3.8, 同県日立
市・鉾田市で震度3 [Y]

12:38 千葉県東方沖を震源
とする地震, M5.7,同県い
すみ市で震度4 [Y]

16:19 福島県沖を震源とす
る地震, M6.3,千葉県山武
市・多古町などで震度4 [Y]

18:19 福島県沖を震源とす
る地震, M6.3,同県郡山市
などで震度4 [Y]

18:44 三陸沖を震源とする
地震, M6.2,宮城県登米市
で震度4 [Y]

・気象庁の火山噴火予知連
絡会,開催。富士山・箱根
山・焼岳の3火山で地震活
動が活発化していること
が報告された [A]

17:00 総務省, 4月実施予定
の統一地方選のうち岩手・
宮城・福島3県の知事選や
県議選など27件の延期を
決定 [ふくしまの30日]

18:00 菅首相, ファン=ロン
パイ欧州理事会議長と電
話会談 [W:官邸]

・震災後はじめての参院予
算委員会。被災地出身議
員らが質問 [A]

・地方交付税改正法案,衆院
本会議で共産党を除く各
党の賛成で可決,参院に送
られる [A]

・午前 菅内閣, 海上保安庁
の海難救助にかかる活動
費に予備費約5億円をあて
ることを閣議で決定 [A]

・菅政権は被災者生活支援
特別対策本部の下部組織
として,各省事務次官らで
つくる「各府省連絡会議」
を設置,初会合を開く [A]

・政府・民主党,高速道路料
金について4月導入を目指
していた「普通車平日上
限200円」の割引を見送る
方針を決定 [NK]

・菅首相から諸外国の支援
に対する感謝のメッセー
ジ [W:官邸]

・枝野官房長官,記者会見で
東日本大震災の被災地支
援と復旧・復興策を統括
する「震災復興庁」の創
設構想を表明 [NK]

・午前 海江田経産相, 東京
消防庁への「処分」発言
に対して謝罪 [A]

・民主党,東日本大震災被災
者の生活再建策などを検
討する「東北地方太平洋
沖地震災害復旧・復興検
討委員会」を新設。23日
に初会合と発表 [NK]

・自民・公明両党,今月末で
期限が切れる税の軽減措
置などを3ヶ月間延長する
「つなぎ法案」を議員立法
として衆院に提出 [A]

・自民党の大島副総裁と石
破政調会長が首相官邸で
仙石官房副長官と会談。
震災への対策として「緊
急に取り組むべき事項」9
項目を申し入れ [A]

・総務省, 4月実施予定の統
一地方選挙のうち,岩手・
宮城・福島3県の27選挙を
延期すると発表,延期幅は
2～6カ月 [NK]

・午前日銀は金融市場に即
日で2兆円の資金供給を実
施すると発表 [NK]

01:30 東電, 福島第1原発の放水口
付近で21日採取した海水から最
大で安全基準の126倍の濃度の放
射性物質が検出されたと発表 [A]

07:11福島第1原発2号機の白煙, ほ
とんど見えない状態まで減少し
たことを現地で確認。その後1～
4号機で中断していた電源復旧に
向けた作業が再開 [A]

09:25 文科省, 福島第1原発沖合で
海水の放射性物質濃度のモニタ
リングを開始したと表明 [A]

10:35頃 福島県の佐藤知事, 原発事
故のお詫びのため東京電力から
清水正孝社長の来県を打診され
たが「断った」と表明 [A]

10:35東電, 外部電源からの電力供
給に向けた作業を再開。福島第1
原発3・4号機でもケーブルがつな
がり, 4号機まで電気が届いてい
ることを確認 [A]

15:00頃 東電, 福島第1原発から南
に16キロ離れた海水から安全基
準の16.4倍にあたる濃度の放射性
物質が検出されたと発表 [A]

15:10東京消防庁, 大阪市消防局と
連携して福島第1原発3号機に約
50分放水。毎分3トンのペースで
放水できたとして放水量は約150
トン [A]

15:20頃 原子力安全・保安院, 福島
第1原発2号機で確認された白煙
は「(使用済み燃料を貯蔵する)
プールからの蒸気の可能性が高
い」と説明 [A]

17:17東電, 福島第1原発4号機に対
して, 50mを超える高さから遠隔
できる特殊なコンクリートポン
プ車を初めて用い約3時間の放水
を実施 [A]

19:40福島第1原発6号機で, 非常時
のディーゼル発電機から外部電
源による通常の電力供給に切り
替え。これで全ての機で通電を
確認 [A]

21:52 福島第1原発4号機で計測機
器に通じる電源が復旧 [A]

22:43 3号機の中央制御室に通電し,
照明が点灯 [A]

22:43 外部電源からの電力供給に
よって福島第1原発3号機の中央
制御室の照明が点灯 [A]

・原子力安全・保安院,「福島県庁
に避難していた保安検査官のう
ち2人が原発に戻った」と発表 [メ

ルトダウン]

・原子力安全委員会の斑目委員長,
参院予算会議で「耐震設計が想定
を超えた。事故について個人的
には謝罪する気持ちある」と発
言 [メルトダウン]

・日米両政府が,政府高官や原子力
専門家および軍関係者らによる
「福島第1原子力発電所事故の対
応に関する日米協議」を発足 [A]

08:39陸自:第6飛行隊,衛生隊及び赤十字による巡
回診療に伴う人員・物資輸送のため宮戸小学校,
鷹来の森へ空輸 [SDF]

12:46陸自:第13旅団救助支援隊が炊き出し4000食
を提供 [SDF]

13:00 陸自:第2師団が山田高校等において入浴支
援を開始 [SDF]

15:00 陸自:第13旅団が新地町の8避難所に水や米
等を輸送 [SDF]

15:27 陸自:東北方面隊後方支援隊が若林区7ヵ所
に燃料を巡回配付 [SDF]

15:30 陸自:東北方面隊後方支援隊が宮城野区6ヵ
所に燃料巡回配付 [SDF]

15:37 陸自:第14普通科連隊が山下第1小学校に物
資(タオル40箱)を輸送 [SDF]

15:37 陸自:東北方面隊後方支援隊が若林区4ヵ所
に燃料を巡回配付 [SDF]

・米軍準機関紙
の星条旗新聞,
米政府が実施す
る在日米軍の家
族向けの「自主
避難」計画申し
込みが約9千人
にのぼるとの報
道 [A]

‐米エネルギー
省,福島第1原発
周辺上空で米軍
機が測定した
データから, 被
災地域の地上の
人が1時間あた
りに浴びる放射
線量の推定結果
を公表。原発か
ら北西方向に線
量が高い長さ30
キロほどの「帯」
[A]

05:27 JR御殿場線が全線で運行再開 [震

災と鉄道全記録]

06:30 JRバス関東,会津若松-新宿間で高
速バスの運転を再開 [A]

09:00 気象庁によると, 東北地方の検潮
所や巨大津波観測計など計10地点のう
ち6地点のデータが本庁に届かず [A]

10:00東北道,全線で通行止め解除(大型
車のみ) [A]

10:00東北道,一関-碇ヶ関間で一般車両
の通行止め解除 [A]

10:00 八戸道, 安代JCT-南郷間で一般車
両の通行止め解除 [A]

10:00 釜石道, 花巻JCT-東和間で一般車
両の通行止め解除 [A]

10:00 秋田道, 北上JCT-北上西間で一般
車両の通行止め解除 [A]

10:00山形道,宮城川崎IC-笹谷IC間で通
行止め解除 [W: NEXCO]

10:00警察庁,東北道(宇都宮IC-一関IC),
磐越道(津川IC-いわきJCT),常磐道(山
元IC-亘理IC), 仙台南部道(仙台若林
JCT-仙台南IC),仙台東部道(亘理IC-仙
台若林JCT),三陸自動車道(利府JCT-登
米東和IC), 仙台北部道(富谷JCT-利府
JCT)で, 大型自動車以外の通行を禁止
する交通規制を実施 [W: NEXCO]

11:20 東北新幹線, 盛岡―新青森間で運
転再開 [ふくしまの30日]

21:00 大船渡港の野々田地区岸壁が復
旧。船舶を限定し供用開始 [W:港湾局・

海上保安庁]

‐首都圏新都市鉄道, 通常の5割程度で
運行していたつくばエクスプレスのダ
イヤを23日以降は通常の8割程度まで
戻すと発表 [NK]

・茨城交通と日立電鉄交通サービス, JR
水戸駅と日立駅などを結ぶ緊急支援バ
スの運行を開始 [NK]

・北陸鉄道・宮城交通,仙台-金沢間でバ
ス運行再開 [W:国交省]

・JRバス関東・会津乗合自動車,会津若
松・喜多方-新宿・東京・新木場間で運
行再開 [W:国交省]

・JRバス東北・十和田観光電鉄・宮城
交通・弘南バス,仙台-青森間で運行再
開 [W:国交省]

・岩手県交通,盛岡-千厩・気仙沼間でバ
ス運行再開 [W:国交省]

・国交省,被災した仙台空港で緊急物資
を24時間受け入る体制が整ったと発
表 [NK]

・川崎近海汽船,八戸港を青森港に変更
して運航再開 [W:川崎近海汽船]

・海江田経産相,東電による計画停電の
運用改善策などを記者会見で発表 [NK]

・東電, 5グループに区切った現行の計
画停電対象地を分割し, 26日をめどに
25区域に細分化して運用する考えを表
明 [NK]

・関西電力,東電の求めに応じ液化天然
ガス6万トンの支援を決定したとの報
道 [A]

15:00 国交省, 被災者向け公営住宅に関
する電話相談窓口「被災者向け公営住
宅等情報センター」を開設。18時まで
の3時間に約7000件の相談 [NK]

・夜 パナソニック, 3月11日から生産を
停止していた山形県と栃木県の2工場
で生産を一部再開したと発表 [A]

・TDK, 3月22日までに北上工場(岩手県)
など13拠点で生産を再開 [NK]

・UDトラックス,国内全3工場の稼働を
一部再開 [NK]

・アサヒビール, 茨城工場(茨城県守谷
市)を一部再開 [A]

・印刷インキ工業連合会,日本新聞協会
に対してインキ使用量や色数の抑制
に協力を要請。東日本大震災による製
品・原料調達困難のため [NK]

・花王,紙おむつ等を生産する栃木工場
の一部を3月22日までに再稼働 [NK]

・コマツ,福島県の油圧シリンダー工場
を再開 [NK]

・シチズン,福島県の発光ダイオード工
場を操業再開 [NK]

・スズキ, 3月22日～23日に湖西工場(静
岡県)など4工場で操業再開 [NK]

・セイコーエプソン,被害が小さかった
子会社の秋田エプソン(秋田県湯沢市)
で水晶デバイスなどの生産を再開との
報道 [NK]

・ソニー,静岡県湖西市の放送用機器工
場をはじめ国内5工場の生産を3月31
日まで一時停止すると発表 [NK]

・ソニー,パソコンや携帯電話などに使
われるリチウムイオン電池を生産する
栃木県下野市の工場を一部再稼働 [A]

・トヨタ自動車,国内の全工場での生産
停止期間を26日まで延長すると発表。
プリウスのミニバンタイプの発売も延
期 [A]

・ニコン,水戸製作所など5工場で3月23
日から操業再開すると発表 [NK]

・日立製作所,操業停止していた7工場の
うち,大みか事業所(茨城)など3工場で
生産を一部再開 [NK]

・マツダ,本社工場(広島)と防府工場(山
口)を3月22日から一時的に操業 [NK]

・三菱自動車,名古屋製作所ほか国内3カ
所の車体工場の操業を再開 [NK]

・東北の飼料製造工場の多くが操業停止
(3月22日時点)。北日本くみあい飼料
の八戸工場ほか3拠点,日本配合飼料の
塩釜工場ほか3拠点など [NK]

・日本生活協同組合連合会,被災地向け
にラベルを貼らないペットボトル入り
飲料水の生産を開始 [NK]

・ファミリーマート,岩手県にカップ麺
約5300食とミネラルウォーター12000
本を供給 [NK]

・佐川急便, 青森・秋田・山形県全域で
配達員による集荷・配達サービスを再
開 [NK]

・大手銀行3行と地方銀行3行,節電・計
画停電を受けて東電管内1都8県の店舗
外ATMを休止。3月22日時点で1000箇
所以上 [NK]

18:30 日本機械学会, 大震災対応緊急
首脳会議を実施。緊急タスクフォー
スの設置等を審議 [W:日本機械学会]

・日本建築学会東北支部,「東北地方
太平洋沖地震災害調査速報(3)」を
発表 [建築雑誌; No.1622]

・日本都市計画学会, 防災・復興問
題研究特別委員会第1回準備会を開
催 [W:日本都市計画学会]

・福島県弁護士会,「東北地方太平洋
沖地震にあたり福島第一・第二原子
力発電所については廃炉を含めた可
及的速やかなる実効的措置及び被災
者等への十分な補償を求める会長声
明」を発表 [W:福島県弁護士会]

・日本薬剤師会,第2回災害対策本部会
議を開催。本部体制の拡充, 支援薬
剤師派遣体制の見直し等を検討 [W:

日本薬剤師会]

・日本薬剤師会,「被災地支援活動の
基本的留意事項」をホームページ
に掲載。また, 支援薬剤師の派遣方
法について, 日本病院薬剤師会と調
整 [W:日本薬剤師会]

・日本薬剤師会, 4月以降に支援薬剤師
派遣を円滑にするための「新スキー
ム」について, 各都道府県薬剤師会
宛に文書を発出 [W:日本薬剤師会]

・日本看護協会, 3月22日から宮城県
に災害支援ナースの派遣を開始 [W:

日本看護協会]

・日本栄養士会に対し,厚労省健康局
総務課生活習慣病対策室と地域保健
室・保健指導室から協力依頼。「東
北地方太平洋沖地震に伴う災害発生
により避難所で生活する者への栄
養・食生活への支援について(協力
依頼)」 [W:日本栄養士会]

・日本栄養士会に対し,日本プライマ
リ・ケア連合学会から, 同連合会の
行う東日本大震災支援プロジェクト
への参加要請。災害対策本部はこれ
を受諾 [W:日本栄養士会]

・産業技術総合研究所活断層・地震研
究センター, 3月22・24・28日に,茨
城県土浦市・つくば市の家屋被害お
よび地盤変状と地質・地盤との関係
を調査 [W:産業技術総合研究所]

・国立感染症研究所感染症情報セン
ター, 「被災地における感染性胃腸
炎の予防対策について」, 「被災地
におけるインフルエンザの予防対策
について」, 「公衆衛生上の観点か
らのインフルエンザ対応および感染
性胃腸炎対応の優先順位の考え方」
を発表 [W:国立感染症研究所]

‐国立がん研究センター,被災したが
ん患者受け入れに関するホットライ
ンを開設 [W:国立がん研究センター]
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市民社会 原発事故の影響 文化/風俗/メディア 東京圏/計画停電 福島県 宮城県 岩手県 海外動向

・夕 「助け合いジャパン」
(ウェブサイト),開設 [A]

・東日本大震災支援全国ネ
ットワーク(JCN), オフィ
シャルページを開設 [W:

JCN]

・日本てんかん協会,被災地
のてんかん患者を支援す
るための募金を開始 [W:日

本てんかん協会]

・夢ワカメワークショップ
内・釜石の漁業復興を支
援する会,釜石市向けの義
援金の募集を開始 [W:夢ワ

カメワークショップ]

・地雷除去活動に取り組
む市民団体グローブプロ
ジェクト, 約200人を集め
横浜市中区のフットサル
場で大会を開催。収益金
を義援金に充てる [KS]

・認定NPO法人難民支援協
会, スタッフ2名とボラン
ティア2名が東京都在住の
エチオピアコミュニティ
の事務所を訪問。情報提
供・カウンセリング・物
資支援を実施 [W: 難民支援

協会]

・NPO法人JEN, 救援物資7
品目(紙おむつ, 生理用品,
介護用ウエットタオル,レ
トルト食品など)を緊急募
集との報道。現在,仙台市
内の避難所で活動中 [A]

・NPO「カラバオの会」,電
話相談「外国籍住民のた
めの震災Q&Aサービス」
を開設。東日本大震災の
情報を外国籍住民に正確
に伝えるため [KS]

・日本国際ボランティア
センター, 東北広域震災
NGOネットワークの一員
として,東松島市の避難所
へ支援物資届ける [W: JVC]

・練馬区社会福祉協議会と
ボランティア・地域福祉推
進センター,救援物資・義
援金の受付を開始。それ
に伴って同区内でのボラ
ンティアの募集を開始 [B:

練馬区社会福祉協議会ボラン

ティア・地域福祉推進センター]

・連合神奈川, 4月29日に開
催予定の第82回かながわ
中央メーデーを中止する
と決定。会場の臨港パー
クが震災の影響で使用不
可能なため [KS]

18:20 厚労省, 福島県5市町
の水道水から,乳児への規
制値を超える放射性ヨウ
素を検出したと発表 [A]

・文科省,上空からちりなど
とともに落ちた放射性物
質の測定結果を発表。東
京都新宿区で1平方メート
ルあたり5300ベクレルの
セシウム137, 3万2千ベク
レルのヨウ素131を検出。
前日に比べ, いずれも約
10倍の濃度 [A]

・農水省, 小売団体代表者
を集めた会合を急遽開催。
風評被害防止が目的 [A]

・農水省,全国の市場で,出
荷停止措置の対象となっ
た4県産のホウレンソウと
かき菜以外の品目につい
て, 返品や売買契約の破
棄など不適切な事例が相
次いでいることを明らか
に [A]

・群馬県農業協同組合中央
会の奥木会長,大沢群馬県
知事を訪ね風評被害の防
止,出荷停止の農家への補
償等を求める要望書を手
渡し [NK]

・茨城県と千葉県, 3月23日
にも始める海産物に関す
る放射性物質の影響調査
を,イワシ類やサバ類から
始めることを決定 [A]

・食品安全委員会,臨時会合
を開催 [A]

・日本食品分析センター
に放射能検査の依頼が急
増。3月22日だけで約50
件 [NK]

・日本相撲協会の二所ノ関
広報部長, 福島第1原発の
事故を受け帰国勧告を受
けている外国人力士につ
いて,国内滞在を指示 [A]

・放射線医学総合研究所,
福島第1原発の復旧作業に
あたる作業員・周辺住民
計377人を検査した結果,
全員放射被曝の程度は軽
く,治療が必要な人はいな
かったと発表 [A]

・原子力安全技術センター,
SPEEDI(緊急時迅速放射
能影響予測)で3月11日の
地震発生約2時間後から福
島第1原発の被曝予測計算
を行い,原子力安全委員会
に報告していたにもかか
わらず公表されなかった
との報道 [A]

17:30頃 Jリーグ事務局, J
リーグ臨時実行委員会で4
月23日にJ1・J2ともにリー
グ戦を再開する方針を決
定 [A]

17:30エトバス・ボネゲ,表
参道でファッションシ
ョー開催。東京コレクシ
ョンが大震災中止後,初の
単独ショー [A]

20:00 NHK,ラジオ第1のラ
イブストリーミングを休
止 [W: NHK]

・午前 高木文科相, 東京電
力・東北電力管内ではプ
ロ野球セ・リーグにナイ
ター試合を自粛するよう
要望 [A]

・蓮舫節電啓発担当相, プ
ロ野球セ・リーグが公式
開幕戦を4日だけ延期して
29日と決めたことに対し,
再考を要請 [A]

・朝日新聞社, 4月2日から横
浜市・みなとみらいの美
術館で開かれる予定だっ
た「プーシキン美術館展
フランス絵画300年」につ
いて,開幕を延期すること
を決定 [A]

・マラソン大会組織委員
会, 4月17日予定の長野マ
ラソンを中止にすると発
表 [A]

・JRA, 4月中の中山競馬・
福島競馬の中止を発表 [A]

・日本水連,競泳のジャパン
オープン(5月20日～22日)
の会場を東京辰巳国際水
泳場から,なみはやドーム
(大阪府門真市)に変更す
ると発表 [A]

・東京都中央区, 8月13日予
定の第24回東京湾大華火
祭を中止すると発表 [NK]

・ルイ・ヴィトン, 3月14日
前後から国内58店のうち
22店を休業していたが,仙
台・福島・茨城以外の19店
舗で営業再開 [NK]

・ソニー, 4月初旬から始め
る予定の新卒採用の選考
活動を2ヶ月程度延期する
と発表 [NK]

・ニコン, 2012年度新卒採
用の選考開始時期を6月1
日に延期すると発表 [NK]

・資生堂, 4月初旬から始め
る予定の新卒採用の選考
活動を5月以降にすると発
表 [NK]

06:50頃東京都中央卸売市場の大田市場,規制値を超える放
射性物資が検出された福島・茨城・群馬・栃木4県産以外
の野菜も安値で取引。仲卸業者は「風評被害で野菜が売れ
なくならないか心配」 [A]

08:30時点茨城県内の避難住民は, 28市町村の3582人。この
うち福島県内からの避難者は1836人 [I]

09:00 休園していたかみね動物園(茨城県日立市), 営業を再
開。被災者の応援のため4月10日まで無料開放 [A]

09:20頃 東電, 計画停電を4日ぶりに実施。9時20分から第1
グループ [NK]

09:25高木文科相,セ・リーグの4月5日からのナイター開催
方針に対し会見で「現下の情勢を考えると, ぜひ自粛を」
[A]

17:00時点 茨城県内の震災による被害者数, 重症が30人, 行
方不明が1人 [I]

17:30東京・表参道で,新進ブランド「エトバス・ボネゲ」が
ファッションショー開催。東京コレクションが大震災で中
止後,初の単独ショー [A]

18:00時点茨城県内の放射線量は,北茨城市で毎時1.820マイ
クロシーベルト,高萩市で2.870マイクロシーベルト [I]

18:00時点茨城県の水道,日立市と大洗町で断水が解消。15
市町村の8万3000戸で断水続く [I]

21:00東電,「計画停電ご案内専門ダイヤル」を開設 [A]

・午前東日本の自治体と首都圏,雨の影響もあり,通常より
も高い放射線量を記録 [A]

・東電, 3月22日の計画停電について, 早朝の第5グループで
実施せず。他の時間帯は実施 [A]

・東電, 5グループに区切った現行の計画停電対象地を分割
し, 26日をめどに25区域に細分化して運用する考えを表
明 [NK]

‐首都圏新都市鉄道, 通常の5割程度で運行していたつくば
エクスプレスのダイヤを23日以降は通常の8割程度まで戻
すと発表 [NK]

・海江田経産相,東電による計画停電の運用改善策などを記
者会見で発表 [NK]

・東京都荒川区と足立区,計画停電地域が公平な負担になる
よう東電に緊急要請 [A]

・東京都, 震災で都内の公共施設に避難中の被災者に, 銭湯
の無料券を配ることを決定 [A]

・東京都調布市内の温泉施設「深大寺温泉ゆかり」,市内の
味の素スタジアムに避難している人たちに送迎バスによる
無料入浴サービスを開始 [A]

・夜東京都,被災者受け入れのために用意した施設のうち最
も収容力のある東京ビッグサイト(3000人分)で避難の受け
付けを開始 [A]

・東京都, 仙台市に被災地支援の現地事務所を開設。4人の
幹部職員が常駐 [NK]

・東京都選管, 投開票日の停電を避けるよう, 総務省を通じ
て東電に要望書を提出 [A]

・東京都中央卸売市場・大田市場,ホウレンソウの入荷量が
半減 [NK]

・東京消防庁によると, 計画停電に伴い, エンジンで動かす
発動発電機や七輪を室内で使った結果CO中毒になる事故
が3件発生 [A]

・東京私立中学高校協会, 計1000人を目標に, 東日本大震災
で被災した中学・高校生の受け入れを求め,加入する中学
約180校と高校約240校に打診 [A]

・東京都調布市,被災地危険度判定士の職員二人を仙台市に
派遣 [A]

・東京都江東区, 福島第1原発事故の避難者を受け入れてい
る福島県川俣町へマスク10万枚と非常用ごはん4000食を
配送 [A]

19:30頃福島県災害対策本部,福島第1原発
から20～30キロ圏内の病院や社会福祉施
設にいた患者らの避難完了を発表 [A]

・福島県内で新た伊達市・郡山市・田村市・
南相馬市・川俣町の水道水から基準値を
超えるヨウ素が検出された [FP]

・厚労省, 水道水からの放射性ヨウ素検出
が1キログラムあたり100ベクレルを超え
たとして, 福島県内5市町に対し, 乳児の
飲用を控えるよう住民に広報することを
要請 [NK]

・東電副社長が田村市総合体育館を訪ね,
避難している大熊町長や町民に謝罪 [FP]

‐原発事故を受けて役場機能を移転した双
葉郡8町村では,住民の安否確認や避難所
対応に加え, 罹災証明や小中学校の入学
手続などで混乱 [FP]

・長崎県, 福島県を含む県外からの避難者
の受け入れ先として538世帯分を確保。
避難にかかる旅費も負担 [FP]

‐南相馬市・相馬市・いわき市などから住
民が避難した会津若松市の避難場所で,
避難者全員が自治会を結成し, 掃除やゴ
ミ出しなど自主的活動を進める [FP]

・住民が避難中の家が犯罪被害に遭わない
よう, 3月22日までに, 相馬市の住民が地
域を巡回する取組を開始 [FP]

・福島県災害対策本部は, 7月末までに約
20000戸の住宅供給を進める方針を提
示 [FP]

・福島県では,県議選をはじめ浜通りの6市
町村議選の延期が決定。残る22市町村で
予定の9市町村長選, 16市町村議選などは
実施の見通し [FP]

・福島県教育委員会は避難区域の5県立高
のII期受験生を全員合格とすると発表。
震災により入試事務作業が終わらず, 合
格判断ができないため。III期選抜は行わ
ない [FP]

10:25 東松島市では, 火葬で
きない犠牲者の土葬が始ま
る [A]

16:00宮城県,県内の避難所に
いる避難者について電話で
の照会を開始。開設時間は
午前9時から午後9時 [A]

・宮城県,震災で犠牲になった
遺体の埋葬費用について,災
害救助法に基づき遺族の個
人負担を免除する方針を決
定 [K]

・村井県知事,県内で今後必要
となる仮設住宅が2万戸以上
になるとの見通しを記者会
見で表明 [K]

・村井県知事, 塩釜貞山油槽
所からガソリンなどの安定
供給が可能になったとして,
「早ければ今週末にも燃料不
足は解消される」との見通
しを表明 [K]

・仙台市の奥山市長,災害対策
本部会議で,仮設住宅建設用
地として,大規模再開発が進
むあすと長町地区(太白区)
に約10ヘクタール確保した
と表明 [K]

・仙台市, 被災した公共施設
と民間建築物を対象に実施
した応急危険度判定の結果
の概要をとりまとめ。問題
があるとの判定は,公共施設
で半数, 民間建築物が3分の
2 [K]

・仙台市ガス局,供給がストッ
プしている都市ガスの供給
再開地区と復旧スケジュー
ルを公表。一般家庭は3月24
日から [K]

・仙台商工会議所,復興への取
り組みを柱とする2011年度
の事業計画などを決定 [K]

・東京都,仙台市に被災地支援
の現地事務所を開設。4人の
幹部職員が常駐 [NK]

・宮城県警気仙沼署,の気仙沼
信用金庫松岩支店(気仙沼市
松崎片浜)の金庫室から現金
約4000万円が盗まれたと発
表 [A]

・ハローワーク気仙沼,市役所
の一角を間借りし本格的に
相談業務を再開 [A]

・気仙沼市で, ミヤーコバス
(仙台市)が市内病院巡回バ
スを運行開始 [K]

・宮城県石巻市のアメリカ人
教師(24歳)の遺体, 3月22日
までに確認されたと両親が
発表。震災でアメリカ人の
犠牲者が確認されたのは初
めて [NK]

09:30宮古市で,「みやこ災害
エフエム」(77・4メガヘル
ツ)が開局 [A]

・釜石のぞみ病院(釜石市)で,
地震発生から22日までに男
女13人が肺炎などで死亡。
空調や電気設備が津波で浸
水し, 3月13日まで電気復旧
せず,寒さで体力を失う患者
が続出 [A]

・大船渡市議会, 定例会で, 被
災者生活支援や漁港の復旧
に当たる災害復興局を設置
する条例案を全会一致で可
決。3月23日付発令で専任職
員6人を配置 [K]

・北上市,被災地へ安否確認に
向かう人や被災地から生活
物資を購入するために訪れ
る人のために,北上―釜石を
結ぶ無料バスを運行開始 [W:

岩手日報]

・3月22日時点の集計で, 岩手
県内の死者は2773人,不明者
は5028人,計7801人 [平成の三

陸大津波]

・岩手県,東日本大震災で特別
養護老人ホームなど県内の
老人福祉関係施設394施設の
うち, 108施設に人的・物的
被害があり,少なくとも沿岸
部の9施設が津波で全壊した
ことを発表 [W:岩手日報]

・震災で延期されていた岩手
県公立高校入学者選抜の合
格発表,行われる [K]

・岩手県, 大気中のちりから
放射性物質のヨウ素131と
セシウム137を検出したと発
表 [K]

・岩手県内の即応予備自衛官
33人と予備自衛官1人の計
34人,滝沢村滝沢の陸上自衛
隊岩手駐屯地に集合 [W:岩手

日報]

・岩手県北バス, 盛岡-大野間
で運行を再開 [W:国交省]

・岩手県交通, 仙台-江刺間で
バスの運行を再開 [W:国交省]

・ファミリーマート,岩手県に
カップ麺約5300食とミネラ
ルウォーター12000本を供
給 [NK]

・東京入国管理局成田空港支
局によると, 3月11日～22日
までの成田空港への外国人
入国者数は約6万7000人で,
前年同期比約6割減 [NK]

・アメリカ:国食品医薬品局,
福島・茨城・群馬・栃木で生
産・加工された牛乳・乳製
品・野菜・果物について,全
量検査を実施し放射性物質
がないと確認されなければ
輸入を認めないと決定 [NK]

・アメリカ:デルタ航空, 日本
発着便の輸送能力を5月まで
に15～20%減らす方針を発
表。震災と燃料高の影響で
旅客が減ると見込む [A]

・宮城県石巻市のアメリカ人
教師(24歳)の遺体, 3月22日
までに確認されたと両親が
発表。震災でアメリカ人の
犠牲者が確認されたのは初
めて [NK]

・イタリア:政府が閉鎖中の原
発再開に関する全ての計画
を1年間停止する方針を固め
る [A]

・オーストリア:政府が欧州全
体の脱原発をめざす「反原
子力行動計画」を発表 [A]

・サウジアラビア:国営石油
会社サウジアラムコのアル
ファレ最高経営責任者,燃料
など2000万ドル分の緊急支
援実施を表明 [NK]

・台湾:1999年の921大地震の
際,日本の救援で助かった南
投県埔里鎮にて,日本の平和
を祈る夜会。南投県政府も
東日本被災義援の専用口座
を開設 [LT]

・台湾:半導体など658品目の
工業製品について放射性物
質を検査するために, 全体
の5%を対象に抽出検査を開
始 [NK]

・中国:建機大手の三一重工,
自社製の大型ポンプ車を東
電に寄贈。上海を出港 [A]

・中国:チャイナネットに「新
潟の中国国民臨時受入れ所
の訪問記」掲載 [RJ]

・中国:福島第1原発事故の影
響から日本食への不安が広
まり, 香港で日本食レスト
ランの経営が厳しくなって
いる状況が「人民日報(海外
版)」で伝えられる [RJ]

・ドイツ:ケルン大聖堂で津波
による死者を弔う追悼ミサ
が執り行われる [BZ]

Tue.
22

Mar.

3月
22日
(火)

Disaster, Infrastructure and Society : Learning from the 2011 Earthquake in Japan No.1 2011

87 (75)



全般 国/政治経済 原発/東電 自衛隊 米軍/米国 基礎的インフラ 生活/生産の基盤 学界/専門家組織

Tue.
22

Mar.

3月
22日
(火)

・日銀, 短期金融市場に10
兆1千億円の資金を供給す
る公開市場操作(オペ)を
実施 [A]

・日銀,「日銀当座預金残高」
が過去最大の41兆6,200億
円に達したと発表。過去
に例のない規模で市場に
資金を流しこんでいるこ
とが裏付けられた [A]

・東京株式市場で, 日経平
均株価が一時前週末の終
値と比べ359円23銭高い
9569円98銭をつけるなど,
大幅に値上がり。東京証
券所第1部の33業種すべ
てが値上がり [A]

・東京証券取引所の斎藤淳
社長, 定例の記者会見で,
市場を閉鎖するべきだと
の声がある中でも市場を
開き続けるとの考えを表
明 [A]

・石油連盟,政府に対して更なる民間備
蓄義務の引下げ(22日分=924万kl)を要
請 [W:石油連盟]

・極東石油工業,千葉製油所の全装置が
全面稼動 [W:極東石油工業]

・経産省,被災地における品質維持計画
の特例措置について省令を公布・施
行。揮発油販売業者の揮発油分析義務
にかかる軽減認定措置について, 流通
経路に変更があっても失効しない旨を
制定 [W:内閣府]

・NTTドコモ,茨城県内のFOMAサービ
スの屋外エリアで概ね原状回復を完
了 [W:ドコモ]

・厚労省, 岩手・宮城・福島3県に対し,
犠牲者の搬送や埋葬を民間業者に依頼
し, 自衛隊への協力要請は極力限定的
にするよう通知 [A]

・厚労省, 火葬・土葬にあたっての遺体
搬送や墓穴の掘削・埋め戻し等の作
業について, 全日本トラック協会・全
日本葬祭業協同組合連合会・全国霊柩
自動車協会・全国建設業協会に協力依
頼。また,これらの活用を岩手・宮城・
福島県宛てに通知 [W:厚労省]

・総務省,東日本大震災で身分証明書を
なくした被災者に対し, 家族の生年月
日を口頭で示すことなどで住民票を交
付するよう地方自治体に通知 [NK]

・総務省,被災自治体に向けて「応援を
希望する人数,職種,応援希望機関など
を連絡してほしい」と通知 [A]

・総務省,各都道府県・各指定都市宛に,
被災自治体への職員派遣を依頼する通
知を発出 [W:総務省]

・国交省,被災した占用物件に係る占用
の廃止及び占用料の取り扱いについて
通知。被災して損壊し, 明らかに占用
物件としての効用を失ったと認められ
る場合は, 占用廃止の届出があったも
のとみなす [W:内閣府]

・警察庁,津波により自宅が流されるな
どした被災者からの自動車保管場所証
明申請について可能な限り簡便な手続
きで証明書を即日交付するなど, 事務
連絡 [W:内閣府]

・農水省, 東日本大震災と津波で岩手・
宮城の漁船は壊滅的被害を受けたと発
表 [NK]

・高木文科相と細川厚労相,被災した今
春卒業生や就職活動中の来春卒業予定
者への配慮を求める連名の要請書を,
日本経団連をはじめ計258の経済団体
に提出 [A]

・経産省,中小企業対策連絡本部の初会
合 [A]

・災害廃棄物処理円滑化・府省間プロ
ジェクトチーム設立 [NK]

・京都市,被災者の一時入居先として市
民・企業・大学・寺社などに空家の提
供を求めることを決定 [NK]

・長野県, 被災者約1万3000人を受け入
れることを発表 [NK]

・科学技術振興機構, 「サイエンス
ニュース」で地震関係の番組(動画)
を提供開始 [W:科学技術振興機構]

・野村総合研究所, 被災地周辺で通
過できた道路の情報を閲覧できる
Androidスマートフォン向けアプリ
の無償提供を開始 [W:野村総合研究所]
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・連合本部, ボランティア
の受け入れに必要な条件
整備をはかるため, 組織
拡大・組織対策局の林局
長と西巻次長を仙台に,非
正規センターの岡田局長
と金田組織拡大・組織対
策局次長を盛岡に派遣 [W:

連合]

・フランス放射線防護原子
力安全研究所(IRSN), 放
射能拡散のシミュレーシ
ョンについて日本語によ
る発表を開始 [W: IRSN]

・国際無人機協会, ホーム
ページに日本政府へのロ
ボット・無人機支援案内
を掲載 [A]

・法務省,新司法試験および
司法試験の予備試験につ
いて,被災した東北学院大
会場を希望していた受験
者に限って会場の変更を
認めると発表 [NK]

・日本相撲協会,被災地支援
のため,幕内以上の力士が
都内で募金活動をすると
発表 [A]

・プロ野球楽天の選手ら,東
日本大震災の発生後は初
めて街頭での募金活動。
神戸市西宮の地下街に
て [A]

・プロ野球巨人,ラミレスが
約8000千万円を被災地へ
送ると発表 [A]

・奈良県, 2010年開催の平
安遷都1300年祭の剰余金
2億5千万円などを被災地
への見舞金に充てると発
表 [NK]

・テレビ通販大手ジュピ
ターショップチャンネル,
ケーブルテレビでの放送
時間を6時間に短縮して再
開と報道。3月25日にも
24時間の生放送に戻す見
通し [NK]

・テレビ通販QVCジャパン,
3月23日をめどに放送再
開する方針と報道 [NK]

・フジテレビ, 3月12日の首
相記者会見でスタッフの
音声が混信し放送された
ことについて謝罪 [NS]

・SMAP, フ ジ テ レ ビ 系
「SMAP×SMAP」の緊急
生放送に出演。被災地支
援呼びかけ [NS]

・NHK, センバツ高校野球
の中継について,東北・関
東地方は原則16時までと
し震災関連番組を優先さ
せると発表 [NS]

・SMAPとサッカー長友・
内田選手らが出演するAC
ジャパンの新CMが放送
されることに [NS]

・文化庁のまとめによると,
被害が判明した文化財は,
伊達政宗ゆかりの寺など,
国宝4件を含む延べ約300
件 [NK]

・震災で米国に一時帰国し
ていたプロ野球横浜の外
国人選手3人, 開幕を迎え
再来日 [NS]

・群馬県警, 3月22日までの
一週間で, ガソリン等の
燃料盗難事件が未遂3件
を含め19件発生したと発
表 [NK]

・文科省,上空からちりなどとともに落ちた放射性物質の測
定結果を発表。東京都新宿区で1平方メートルあたり5300
ベクレルのセシウム137, 3万2千ベクレルのヨウ素131を検
出。前日に比べ,いずれも約10倍の濃度 [A]

・神奈川県, 被災者に税務上の支援を実施すると発表。青
森・岩手・宮城・福島・茨城の5県に住所のある個人や企業
を対象に県税申告期限を一律延期 [KS]

・横浜市消防局, 67人車両10台を被災地に派遣。川崎市消防
局も3月24日から32人車両10台を派遣 [A]

・大和市立病院(神奈川県)の医師と看護師ら計10人で構成す
る大和市支援団,岩手県陸前高田市を支援するため,医薬品
や救援物資と共に出発 [A]

・横浜ドイツ学園で,ドイツに帰国する生徒が全体の半数に
達する [BZ]

・横浜市浴場協同組合,市内へ避難している東日本大震災の
被災者のために無料で公衆浴場を利用できる共通入浴券
1000回分を市に寄贈 [KS]

・神奈川県川崎市, 4月16・17日にJR川崎駅周辺で開催予定
だった「アジア交流音楽祭」を中止すると発表 [KS]

・NPO「カラバオの会」,電話相談「外国籍住民のための震
災Q&Aサービス」を開設。東日本大震災の情報を外国籍
住民に正確に伝えるため [KS]

・地雷除去活動に取り組む市民団体グローブプロジェクト,
約200人を集め横浜市中区のフットサル場で大会を開催。
収益金を義援金に充てる [KS]

・連合神奈川, 4月29日に開催予定の第82回かながわ中央
メーデーを中止すると決定。会場の臨港パークが震災の影
響で使用不可能なため [KS]

・J1川崎フロンターレ,神奈川県川崎市内で大相撲春日山部
屋や川崎新田ボクシングジムと共同の街頭募金。J2湘南ベ
ルマーレは,宮城県気仙沼市の避難所に向け緊急支援物資
を大型トラックで搬出 [A]

・埼玉県双葉町の井戸川克隆町長,スーパーアリーナの次の
避難先となる埼玉県加須市を視察 [A]

・千葉県, 体育館など床が冷たい現地の避難所で需要が高
まっているとして,畳を岩手県に送る [S]

・放射線医学総合研究所(千葉),福島第1原発で注水作業や復
旧作業員と周辺住民を対象とした検査の結果,治療が必要
な人はいないと発表 [A]

・プロ野球ロッテの本拠地QVCマリン,駐車場の液状化被害
や下水管破損などが報道される [A]

・茨城県災害対策本部によると, 震災による死者が新たに1
人確認され,県内の死者は計20人に [I]

・茨城交通と日立電鉄交通サービス, JR水戸駅と日立駅など
を結ぶ緊急支援バスの運行を開始 [NK]

・茨城県内の酪農家で組織する県酪農業協同組合連合会,県
内産牛乳の出荷を自粛することを決定 [I]

・茨城県日立市かみね動物園,臨時休園していたがが営業再
開 [S]

・茨城県警運転免許センター,東日本大震災の被害で停止し
ていた運転免許業務を同センターや各警察署で一部再開す
ると発表 [S]

・アウトレットモール「あみプレミアムアウトレット」(茨
城県),営業を再開 [S]

・茨城交通・日立電鉄バス,水戸-日立間の路線バスを新設 [W:

国交省]

・茨城交通・日立電鉄バス,勝田-日立間の路線バスを新設 [W:

国交省]

・茨城港常陸那珂港区と鹿島港の復旧が拡大。茨城港大洗
港区を除く各港の岸壁計10カ所が利用可能に [I]

・茨城県内の港湾で新たに利用可能になった岸壁は,常陸那
珂港区の中央埠頭と北埠頭の計4カ所と鹿島港の南公共埠
頭の2カ所 [I]

・国道6号下り線(茨城県北茨城市磯原町付近)で通行止め解
除 [I]

・焼却処分場の跡地に急遽作
られた東松島市の墓地では,
24体の遺体が土葬された [A]

・多賀城市の中心部で,小売店
が食糧や日用品を売る「や
賀城復興市」開催 [K]

・多賀城市,津波で流され市内
に放置された車両の撤去を
開始 [K]

・津波で町役場が流された南
三陸町で, 行政機能を担う
現地対策庁舎が設置。ノウ
ハウある栗原市が全面的に
バックアップ [K]

・宮城県原子力安全対策室と
東北電力が3月22日に県内で
観測した放射線量は, 大河
原町役場付近の1時間当たり
0.57マイクロシーベルトが
最大(女川を除く) [K]

・フランス:フランス放射線防
護原子力安全研究所(IRSN),
放射能拡散のシミュレーシ
ョンについて日本語による
発表を開始 [W: IRSN]

・台湾:高級レストランでは,
食材の放射線量を利用客
に測定させるサービスを開
始 [BZ]

・WFP(世界食糧計画),東日本
大震災や津波, 福島第1原発
事故への対応として,日本政
府が行う救援物資輸送の支
援活動を開始 [W:外務省]
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・日本の暴力団3団体, 大
型トラックで被災地の支
援 [BZ]

・夜パナソニック, 3月11日から生産を停止していた山形県
と栃木県の2工場で生産を一部再開したと発表 [A]

・ソニー,パソコンや携帯電話などに使われるリチウムイオ
ン電池を生産する栃木県下野市の工場を一部再稼働 [A]

・群馬県, 3月22日に貨物列車7本88両が日本オイルターミナ
ル高崎営業所(高崎市)などに到着すると発表。同営業所の
備蓄が100%近くになるとの見通しを提示 [J]

・群馬県,食品衛生法の暫定規制値を超える放射性物質の検
出されたホウレンソウの検体について「現在のレベルでは
健康に影響はない」と発表 [J]

・群馬県, 県産生乳でも検査を開始。風評被害をなくす目
的 [J]

・群馬県,県産ホウレンソウとカキナから食品衛生法上の暫
定基準値を超える放射性物質が検出されたことをうけ,検
査する農産物の品目を拡大。ハウス物ホウレンソウやニ
ラ,シュンギク,コマツナの4品目6検体を採取 [J]

・群馬県教委の集計では,県内の文化財の被害は重要文化財
や史跡など国指定のものだけで58件,県指定も含めると76
件,との報道 [J]

・群馬県内のJAや生産者,食品衛生法の暫定基準値を超える
放射性物質が検出されたホウレンソウやカキナの出荷停止
指示を受け,市場から返品されたり出荷見込みがなくなっ
た野菜の処分に追われる [J]

・JAグループ群馬,風評被害の防止対策や生産者への補償を
国に働き掛けることなどを大沢正明知事と関根圀男県議会
議長に要請 [J]
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全般 国/政治経済 原発/東電 自衛隊 米軍/米国 基礎的インフラ 生活/生産の基盤 学界/専門家組織

Wed.
23

Mar.

3月
23日
(水)

07:12 福島県浜通り地方を
震源とする地震, M6.0,同
県いわき市で震度5強 [Y]

07:36 福島県浜通り地方を
震源とする地震, M5.8,同
県いわき市で震度5強, 茨
城県鉾田市で震度5弱 [Y]

09:07 岩手県沖を震源とす
る地震, M5.2,盛岡市など
で震度3 [Y]

18:55 福島県浜通りを震源
とする地震, M4.7,同県い
わき市で震度5強。震度5
強はこの日3度目 [A]

13:00 菅首相, マンモハン・
シン・インド首相と電話
会談 [W:官邸]

14:00 月例経済報告関係閣
僚会議。東日本大震災に
よる直接的な被害総額は
16兆～25兆円との試算ま
とめる [A]

14:43 東京株式市場で日
経平均が前日終値より
220円37銭安い9387円95
銭, この日の取引時間中
の最安値をつける。都内
浄水場から放射性物質が
検出されたことが嫌気さ
れた [A]

15:25 鹿野農水相に全漁連
の服部代表理事会長が「水
産業・漁村の復興計画の
早急な策定を」と要請 [A]

・政府・民主党, 福島第1原
発事故をめぐり,賠償責任
額の上限を引き上げる方
向で検討開始 [NK]

・菅政権, 複数省庁にまた
がる復興政策を統括する
「復興庁」(仮称)の創設を
検討開始 [A]

・枝野官房長官, 2011年度補
正予算案での国債増発に
ついて,財政規律の維持・
財源確保など全体を考慮
するよう野田財務相に指
示 [NK]

・夜 松本外相, クリントン
米国務長官と30分間電話
で意見交換。震災への在
日米軍の協力と原子力関
係の専門家派遣に謝意を
表明し, 福島第1原発の現
状について説明 [A]

・日銀,短期金融市場に対す
る公開市場操作の実施を
発表。計8兆900億円の資
金供給。震災後に供給を
決めた総額は100兆6千億
円 [A]

01:40 福島第1原発1号機で計測機
器に通じる電源が復旧 [A]

10:00東電, 福島第1原発4号機へ注
水再開 [メルトダウン]

10:00 文科省, 福島第1原発から約
40キロ離れた福島県飯舘村の土
壌から高濃度のセシウムが検出
されたと発表 [A]

16:20頃 福島第1原発3号機から黒
い煙。作業員が退避 [A]

17:20福島第1原発5号機で, 海水で
炉心を冷却していたポンプが停
止 [A]

21:00頃 原 子 力 安 全 委 員 会 が
「SPEEDIシステム」の試算結果
を初公表。30キロ圏外での被曝
可能性を示す結果について,班目
春樹委員長らは「厳しい条件を想
定した。ただちに対策を取る必
要はない」 [A]

・未明福島第1原発1号機で給水量
を1時間あたり2立方メートルか
ら18立方メートルに増加。炉内
の温度が設計上の最高温度302度
より100度高い約400度に上昇し
たため [A]

・福島第1原発4号機で,前日に続き
高さ50メート超の遠隔操作でき
るコンクリートポンプ車が使用
済み燃料プールに注水。午前10
時から約3時間で約150トン [A]

・福島第1原発6号機で外部電源に
切り替え。原子炉の制御が可能
な状態に [メルトダウン]

・東電, 福島第1原発正門で11日以
降中性子線を13回検出していた
と発表。それまでは2回検出と誤
発表 [メルトダウン]

・原子力安全委員会の斑目委員長,
「最も懸念されるのは炉内の温度
と圧力が上がっている1号炉」と
コメント [メルトダウン]

・東京消防庁,福島第1原発3号機へ
の放水活動を撮影したビデオ映
像を報道陣に公開。18日午後11
時からのもので約10分間 [A]

・東電, 2010年度夏季の配当を未定
にすると発表 [A]

・東電,年度末に発表予定の経営計
画について,公表を見送ると明ら
かに [A]

05:15陸上自衛隊多賀城駐屯地にて,元自衛官の会
社員や自営業者などからなる「即応予備自衛官」
が招集され「編成完結式」 [A]

06:00陸自:第13旅団が相馬市役所で給食支援を開
始 [SDF]

08:00陸自:第13旅団が郷ヶ丘小及び中央台南中で
給水支援を開始 [SDF]

08:40 海自「くらま」搭載ヘリが寒風沢島へ衛生
資材を提供 [SDF]

08:42陸自等の北方ヘリ隊が石巻市内3ヵ所に食料
を空輸 [SDF]

09:14海自:「くらま」搭載ヘリが石巻総合公園へ
生活用品等を提供 [SDF]

10:18海自:ヘリで玉川中学校・寒風沢島・野々島・
柱島及び朴島の被災者に生活用品や食料品を提
供 [SDF]

12:00陸自:第13旅団が相馬市日向中学校で入浴支
援を開始 [SDF]

12:30海自:「しらね」搭載ヘリが釜石市陸上競技
場へ洋上被災民を輸送 [SDF]

12:31陸自:東北ヘリ隊が石巻赤十字病院及び栗原
総合病院へ患者を空輸 [SDF]

13:04海自:「くにさき」が仙台沖にて,被災者の入
浴支援及び衣類等の提供を実施(入浴者:男性30
名,女性39名) [SDF]

13:28海自:「やえやま」が雄勝湾水浜地区へ紙お
むつ110枚, 粉ミルク 2缶, 生理用品22枚, おしり
ふき8パック,ウェットティッシュ30個,タオル5
枚を提供 [SDF]

14:28陸自:東北方面後方支援隊が宮城野地区14ヵ
所に燃料巡回配布 [SDF]

15:00 陸自:東北方面後方支援隊が若林地区7ヵ所
に燃料巡回配布 [SDF]

16:00 海自:YS-11T2機が福島に生活用品4.5tを提
供 [SDF]

16:41海自:「さわぎり」搭載ヘリが宮城県立水産
高校へ衛生班機材を移送 [SDF]

17:20海自:「ちよだ」が女川原発地区へウェット
ティッシュ5箱, ティッシュ2箱, タオル・バスタ
オル10箱, オムツ10箱, お尻拭き6箱, 粉ミルク1
箱,離乳食等を提供 [SDF]

18:00海自:機動施設隊が八戸市市川町周辺の災害
ゴミの撤去及び処理場への搬送にあたる [SDF]

21:31 海自:ヘリ2機が福島県浜通りを震源とする
震度5強の地震被害状況の偵察を実施。異状な
し [SDF]

・被災地救援のために召集された「即応予備自衛
官」, 陸上自衛隊多賀城駐屯地で「編成完結式」
[A]

・米ルース駐日大
使, 宮城県石巻
市の避難所を訪
問 [NK]

09:00 NTTドコモ, 延期していたspモー
ドの電話帳バックアップサービスを提
供開始 [W:ドコモ]

12:00時点 NTT東日本が福島・宮城・岩
手・青森・山形・秋田・茨城・栃木・群
馬・千葉・埼玉・神奈川・新潟・東京・
長野・山梨の各都県で設置した特設公
衆電話は計2,076台 [W: NTT東日本]

15:30 JR西日本, 工場の被災で部品調達
困難のため4月から一部在来線の運転
本数を減らすと発表 [震災と鉄道全記録]

18:30石巻港の中島埠頭1号岸壁・2号岸
壁・3号岸壁,大手埠頭1号・2号岸壁, 3
号・4号岸壁が復旧。船舶禁止措置の
一部を解除し供用開始 [W:港湾局・海上保

安庁]

・JR東日本,山形新幹線の福島-新庄間で
4月上旬の運転再開のめどが立ったと
発表 [A]

・国交省,普通車「平日上限2千円」など,
4月から予定していた高速道路新料金
の導入を見送り [A]

・JRバス東北,山形-新宿間で運行再開 [W:

国交省]

・福島交通・宮城交通・JRバス東北,仙
台-郡山間で運行再開 [W:国交省]

・JRバス東北,盛岡-浄法寺・二戸間で運
行再開 [W:国交省]

・中部電力,静岡市の東清水周波数変換
所の能力を10万キロワットから13万キ
ロワットに引き上げる方針を発表 [A]

・福島ガス,福島市蓬莱町一部(2,920戸)
が全戸復旧完了 [W:日本ガス協会]

・東部ガス,水戸市の一部(207戸)が全戸
復旧完了 [W:日本ガス協会]

・仙台市ガス局,新潟―仙台間の天然ガ
スパイプライン供給のガスを受け入
れ [W:日本ガス協会]

・仙台市ガス局,供給区域の一部(2戸)が
復旧完了 [W:日本ガス協会]

・日本ガス協会や全国のガス事業者か
らなる仙台復旧対策隊,仙台市に到着。
復旧活動を開始 [W:日本ガス協会]

・コスモ石油,千葉製油所で陸上出荷が
一部再開 [W:コスモ石油]

・コスモ石油, 郡山油槽所・小名浜油槽
所から在庫のみ出荷再開 [W:コスモ石油]

・JX日鉱日石エネルギー,小名浜油槽所
から在庫のみ出荷開始 [W: JX日鉱日石エ

ネルギー]

・NTTドコモ,災害伝言板利用が23日ま
でに366万件と過去最大 [NK]

07:00みずほ銀行, ATMを順次稼働。預
金の払い出しや預け入れ, 現金振り込
みに対応。3月17日以来6日ぶり [A]

08:30 NEC,宮城・岩手・福島の5工場で
操業再開。被災6拠点全てで生産可能
に [A]

15:00水産庁によると,岩手県1万522隻,
宮城県9717隻の漁船が壊滅的被害。福
島県でも少なくとも855隻が被害 [A]

15:30 海江田経産相, 中小企業支援策を
発表。中小企業がお金を借りる際は政
府が事実上保証。被災地の商店街には
補修費を補助 [A]

・トヨタ自動車,一部の北米工場で部品
不足のため操業停止の可能性ありと発
表 [A]

・ニコン,半導体製造装置の部品等を生
産する栃木県大田原市の工場はじめ国
内5拠点で操業再開 [A]

・ルネサスエレクトロニクス, 停止中
だった8工場のうち5工場で生産を一部
再開 [NK]

・セブンイレブン・ジャパン,震災後に
休業に追い込まれた約600店舗のうち
85%程度が3月23日までに復旧 [NK]

・ファミリーマート, 震災後に休業に
追い込まれた約250店舗のうち約190
店が3月23日までに営業できる体制
に [NK]

・ファミリーマート,米飯類をつくる山
形県内の取引先工場が3月23日から一
部稼働再開 [NK]

・ローソン,震災後に休業に追い込まれ
た約390店舗のうち約310店が3月23日
までに復旧 [NK]

・夜 みずほ銀行, 連休明けの3月22日以
降も「現金振り込み」を滞らせていた
ことを明らかに。23日は新たに1169
件が振り込めず [A]

・日本郵政グループ,岩手手・宮城・福島
宛てゆうパックの引き受けを再開 [W:

日本郵政グループ]

・ヤマト運輸,岩手・宮城・福島3県で自
治体の救援物資輸送を手伝う特別組織
「救援物資輸送協力隊」を立ち上げた
と発表 [NK]

・日本経団連,チャーター船で救援物資
を輸送 [A]

・金融庁,手形決済等が増加する年度末
の対応について金融機関に要請文書を
発出 [W:金融庁]

・厚労省, 岩手・宮城・福島3県に対し,
震災犠牲者の搬送や埋葬を民間業者に
依頼し自衛隊への協力要請は「極力限
定的」にするよう求める通知を出した
ことを発表 [A]

・経産省,東日本大震災をうけ, 3月末打
ち切り予定だった緊急保証制度(中小
企業に対する融資を政府が100%保証
する制度)を延長すると発表 [NK]

・経産省・環境省,被災した家電リサイ
クル法対象品目の処理について事務連
絡 [W:内閣府]

・経産省・環境省,被災したパソコンの
処理について事務連絡 [W:内閣府]

・土木学会長・地盤工学会長・日本都
市計画会長が共同緊急声明「東北関
東大震災――希望に向けて英知の結
集を」を発表 [W:土木学会]

・地盤工学会, 2011年東北地方太平洋
沖地震災害調査ガイドラインを制
定 [W:地盤工学会]

・日本建築学会東北支部,「東北地方
太平洋沖地震災害調査速報(4)」を
発表 [建築雑誌; No.1622]

・建築研究所,東北地方太平洋沖地震
に関連する建築研究所の対応や被害
調査結果等を特設ページで公開開
始 [W:建築研究所]

・都市再生機構,応急仮設住宅の建設
に係る支援要員を宮城県に派遣 [W:

UR]

・日本弁護士連合会・東京弁護士会・
第一東京弁護士会・第二東京弁護士
会が主催で, 東日本大震災電話相談
を開始 [W:日本弁護士連合会]

・日本税理士会,常務理事会にて救援
対策本部を立ち上げ [W: 日本税理士会

連合会]

・日本薬剤師会,日本チェーンドラッ
グストア協会と, 被災地への物資
提供や協力者派遣について意見交
換 [W:日本薬剤師会]

・日本臨床心理士会・日本心理臨床
学会, 「東日本大震災心理支援セン
ター」を開設 [W:日本臨床心理士会]

‐日本臨床心理学会,ホームページ上
の「災害支援情報」に被災地の精神
科関係情報等を掲載 [W: 日本臨床心理

学会]

・統計数理研究所,被災地域の大学お
よび研究機関の研究者(大学院生を
含む)を対象に,統計数理研究所に滞
在して研究を継続していただく「特
別共同利用研究」の申請受付を開
始 [W:統計数理研究所]

・理化学研究所, 測定支援の第2陣と
して安全管理担当職員2名を福島県
へ派遣(3月26日に帰着) [W: 理化学研

究所]

・日本地理学会,名古屋大学にて「2.5
万分の1津波浸水マップ」作成のた
めの写真判定作業を開始(3月27日ま
で) [地理; 6月号]

・日本学術会議,東日本大震災対策委
員会を設置 [W:日本学術会議]

・NPO法人・宮城資歴史資料保全ネッ
トワーク, 津波浸水域地図を同団体
HPに掲載開始 [W:宮城歴史資料保全ネッ

トワーク]
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市民社会 原発事故の影響 文化/風俗/メディア 東京圏/計画停電 福島県 宮城県 岩手県 海外動向

10:00 アイチョイス, 職員2
名があいコープみやぎへ
の支援物資を積んで仙台
市宮城野区へ出発 [W:アイ

チョイス]

12:30 原子力資料情報室お
よび柏崎刈羽原発の閉鎖
を訴える科学者・技術者
の会が院内集会(2回目)を
実施 [W:原子力資料情報室]

18:00ピースボート,東京本
部で初の救援ボランティ
ア説明会。受講者200人。
石巻市へ派遣予定 [A]

・NPO法人全国商店街まち
づくり実行委員会,東日本
大震災で被災した子供た
ちを疎開させる「震災疎
開」を3月中に始めるとの
報道 [NK]

・日本国際ボランティアセ
ンター,気仙沼市の社会福
祉協議会へ支援物資届け
る [W: JVC]

・ジャパン・プラットフォー
ム,東日本大震災被災者支
援について記者会見 [W:

JPF]

・あしなが育英会,阪神大震
災の遺児支援に携わった
スタッフら6名を仙台市な
どに派遣 [NK]

・上関原発に反対する大島
郡民の会, 急遽復活。椎
木巧周防大島町長に上関
原発計画の中止を中電・
県・国に要望するよう求
める [A]

・連合, 第19回中央執行委
員会を緊急開催。辻元清
美・内閣総理大臣補佐官
(震災ボランティア連携室
担当)と「支援ボランティ
ア準備室」筆頭副室長の
泉健太衆議院議員が出席。
被災地支援およびボラン
ティアについて協力を要
請 [W:連合]

02:30頃厚労省,福島県産の
ホウレンソウや小松菜な
どから暫定規制値を大き
く上回る放射性セシウム
を検出したと発表。最高
で規制値の164倍 [A]

11:03枝野官房長官,福島県
産のホウレンソウや小松
菜, キャベツなどについ
て,首相から摂食制限や出
荷制限の指示が出たこと
を記者会見で発表 [A]

14:20頃東京都,金町浄水場
で乳児の飲用に適さない
濃度の放射性物質検出を
発表 [A]

・東京都, 23区全域と多摩
地区の武蔵野・三鷹・町
田・多摩・稲城の5市に対
して,乳児に水道水を与え
るのを控えるよう呼び掛
け [A]

・夕 東京都心のコンビニ
やスーパーでペットボト
ル入りのミネラルウォー
ターが品薄に [NK]

・夜東京都,防災用備蓄の飲
料水ペットボトル24万本
を, 都内の乳児(約8万人)
のいる家庭に提供すると
発表。乳児一人当たり3
本 [NK]

・埼玉県,さいたま市内の浄
水場で処理された水道水
を検査した結果,放射性ヨ
ウ素は最大で9・2ベクレ
ルで基準値を下回ってい
ると発表 [S]

・午後ベネッセホールディ
ングス,子会社が運営する
全国23保育園のうち東京
23区と三鷹市の10保育園
で, 乳児の飲用水をミネ
ラルウォーターに切り替
え [A]

・厚労省,福島県いわき市の
水道水から,乳児について
の基準(1キロあたり100ベ
クレル)を超える放射性ヨ
ウ素を新たに検出したと
発表。基準の1.03倍 [A]

・文科省,福島県飯舘村の土
1kgから, セシウム137を
16万3000ベクレル, ヨウ
素131を117万ベクレル検
出したと発表 [A]

・厚労省,出荷制限指示が出
された県に隣接する各県
に対し,県内産農畜産物な
どの放射線検査を実施す
るよう要請 [A]

09:00 選抜高校野球大会が
「がんばろう! 日本」をス
ローガンに阪神甲子園球
場で開幕 [A]

18:00 プロ野球巨人の主力
選手ら15人, JR水道橋駅
の東口・西口の出口付近
で募金活動 [A]

・国立劇場, 3月15日から千
秋楽の27日まで休場を決
定との報道 [A]

・「杉本文楽・曽根崎心中」
(3月23日～27日, 神奈川
芸術劇場)が休演との報
道 [A]

・無名塾,「炎の人」(3月11日
～23日,東京サンシャイン
劇場)を休演との報道 [A]

・国際交流基金, 「記録映
画で見るアジア現代演劇」
(3月12日～4月2日)を延期
との報道 [A]

・国際演劇協会,「巨匠の見
た世界」(3月19日～27日)
を休演との報道 [A]

・舞台芸術学院60周年記念
「月にぬれた手」(東京芸
術劇場小ホール),初日が3
月17日から25日に延期と
の報道 [A]

・劇団四季,東京・横浜の各
劇場を再開。4～5月の「ク
レイジー・フォー・ユー」
の浦安・仙台・山形・福
島公園を取りやめとの報
道 [A]

・ロックバンドのスワンズ
来日公演(3月15日, 東京・
渋谷のクラブクアトロ他)
が中止との報道 [A]

・宝塚歌劇団の東京特別公
演「ヴァレンチノ」(3月26
日～4月2日, 日本青年館)
が中止との報道 [A]

・ジャニーズ事務所, タッ
キー&翼大阪公演(3月20・
21日)を中止との報道 [A]

・ジャニーズ事務所, TOKIO
の東京・日本武道館公演
(3月27・28日)公演を中止
との報道 [A]

・ジャニーズ事務所,所属タ
レントの3月中の公演を中
止するとの報道 [A]

・エイベックス,倖田來未の
札幌公演(3月24日～26日)
を中止との報道 [A]

・エイベックス, 所属アー
ティストの公演・イベン
トの当面延期を発表 [A]

・女子ゴルフのスタジオア
リス女子オープン(4月8日
開幕,兵庫・花やしきGCよ
かわ)中止の発表。第2戦
から4試合連続の中止 [A]

06:00 国道51号(茨城県大洗町成田), 通行止め解除 [W: 関東地

方整備局]

08:30時点茨城県内の避難住民は, 29市町村で3248人。うち
福島県からの避難者は1786人 [I]

14:20頃東京都,金町浄水場で乳児の飲用に適さない濃度の
放射性物質検出を発表。23区と多摩地区一部で乳児飲用を
控えるよう呼びかけ [A]

17:05枝野官房長官,東京都の水道水から乳児向けの飲用基
準を上回る放射性物質が検出されたことについて,「乳児
への万全の措置として使わないことが望ましい」 [A]

18:00時点茨城県内の放射線量は,北茨城市で毎時1.370マイ
クロシーベルト, 高萩市で2.250マイクロシーベルト,測定
を再開した大子町で0.164マイクロシーベルト [I]

18:00時点茨城県の水道, 15市町村の約8万2千戸が断水 [I]

21:00 東京都, 水550mlペットボトルを乳児一人当たり3本,
計24万本配布と発表 [A]

・午前東電, 3月23日の計画停電について,午前に予定されて
いた第1・第2両グループで実施しないと発表 [A]

・東電,午後0時20分からの第3,午後1時50分からの第1,午後
4時50分からの第2の各グループで,計画停電の実施を見送
り [A]

・東電, 午後3時20分からの第4, 午後6時20分からの第5グ
ループで計画停電を実施 [A]

・夕東京都心のコンビニやスーパーでペットボトル入りの
ミネラルウォーターが品薄に [NK]

・東京都庁に直接持ち込まれた被災地向け支援物資, 3月23
日までに1万2860件 [A]

・東京都武蔵野市, 友好都市の岩手県遠野市の要請を受け,
市職員6人を岩手県内の被災地に派遣 [A]

・東京都国立市,岩手県に支援物資を配送 [A]

・東京都内の卸売市場で,福島・茨城産を中心に葉物野菜の
取引が低迷 [NK]

・文科省, 福島第1原発事故によって上空からチリなどとと
もに落ちた放射性物質の測定結果を発表。東京ではヨウ素
の値が前日に比べて増加。高止まりの傾向続く [A]

・外務省,東京都内の大使館を一時閉鎖したが27カ国に上る
こと発表。多くは西日本の領事館に機能を一時移転 [A]

・神奈川県, 東日本大震災の被災者支援に関する問い合わ
せの電話を, 土日を含めて24時間受け付ける態勢を整え
る [KS]

・神奈川県,県福祉局と小田原・厚木など県内9カ所の保健福
祉事務所に食品と健康に関する相談窓口を開設 [NK]

・神奈川県川崎市,被災地にいる人や避難してきた人向けの
支援物資を受け付開始。また,被災宅地危険度判定士の資
格を持つ職員を3人1班の4交代で仙台市に派遣 [A]

・神奈川県相模原市, 東日本大震災の影響を鑑み, 毎年4・5
月に開かれる「泳げ鯉のぼり相模川」や「相模の大凧まつ
り」などの中止を発表 [KS]

・神奈川県厚木市下荻野の県立厚木北高校の生徒ら,地元住
民から集めた支援物資の仕分け作業に当たる [KS]

・精神科医や保健師ら13人のチーム,岩手県大槌町へ向け神
奈川県庁を出発。長期の避難所暮らしを余儀なくされて
いる被災者の心のケア。3月24日に現地入り, 26日まで活
動 [KS]

・夢見ケ崎動物公園(神奈川県), 東北地方や茨城県内の動物
園や水族館に,飼料など500キロ超の救援物資を送る [KS]

・国交省相模川水系広域ダム管理事務所, 4月6日から予定
されていた宮ケ瀬湖(神奈川県)の観光放流を中止すると発
表 [KS]

・未明厚労省,福島県産葉物野菜から暫定
規制値を超える放射性物質を検出したと
発表。3月21日採取の茎立菜から規制値
の164倍の放射性セシウム [NK]

・午前菅首相,食品衛生法の暫定規制値を
超える放射性物質が検出された福島県産
の農産物について摂取制限を知事に指
示 [A]

・福島県,県内で生産された50品目の野菜
の出荷と摂取を控えるよう, 各市町村や
JAなどを通じて県内の生産者と消費者に
要請 [FP]

・文科省, 福島沖合30キロの8地点, 約10m
下の海水から最大で基準の約2倍のヨウ
素131を検出 [A]

・いわき市の水道水から乳児の摂取制限値
を上回る放射性ヨウ素が検出され, 厚労
省は乳児の水道水摂取制限を要請 [FP]

・文科省,飯舘村で20日に採取した土壌か
ら1キロあたりヨウ素117万ベクレル, セ
シウム16万3千ベクレルを検出したと発
表 [FP]

・枝野官房長官, 「30キロ圏外の一部でも
100ミリシーベルト以上の被ばく線量と
なりうるケースもある」とするシミュ
レーション結果を明らかに [FP]

・鹿野農水相, 放射能の影響が心配される
県内の農地について, 作付け可能な農地
を把握するため土壌調査を早急に実施す
る考えを提示 [FP]

・福島県産野菜の摂取制限を受け, 福島市
中央卸売市場からは地場野菜が姿を消
す。3月24日以降の入荷量は例年の1割程
度に落ち込む見通し [FP]

・会津若松市では, 出荷停止品目以外の農
産物の入荷を業者が拒否するケースが相
次ぐ [FP]

・埼玉県のスーパーアリーナに集団避難し
ている双葉町, 同県加須市の旧県立騎西
高校への移転を正式に決定 [FP]

・群馬県中之条町の「四万温泉」ほか, 福
島県周辺県の温泉地が官民一体で被災者
を受け入れているとの報道 [NK]

・福島県, 国見町をトップに被災者向けの
仮設住宅の建設をスタート [FP]

・双葉町,町長の専決処分で,全町民を対象
に生活資金として1人3万円を無利子で貸
し付ける「双葉町災害援護特別資金貸付
基金条例」を3月23日までに制定 [FP]

・福島県, 相馬市の相馬港について, 緊急
物資の輸送などに限り利用できる岸壁を
1ヵ所から3ヵ所に増やした [FP]

・福島県教育委員会,小中学生は避難・転居
先の学校へ入学・転校, 高校は現校に在
籍したまま卒業できるとする避難児童・
生徒の転入学基本方針をとりまとめ [FP]

・原発から30キロ圏内で屋内退避圏に指定
されている南相馬市では, 3月23日までに
ボランティアが緊急防犯パトロール隊を
結成,市内巡回活動を開始した [FP]

09:16仙台市立病院では, 12日
ぶりに都市ガスの供給が再
開 [A]

・宮城県, 福島第1原発事故で
福島県内の農産物から放射
性物質が検出された問題で,
県内の農畜産物に関する放
射性物質検査を行わないこ
とを決定,との報道 [K]

・村井県知事,避難所の被災者
の一時的な県外避難につい
て,「生まれ育った場所に住
み続けたいとの思いが被災
者には強い」と難航する見
通しを示す [K]

・仙台市の奥山市長, 若林区
の六郷中と宮城野区の岡田
小を訪問し, 被災者らを激
励 [K]

・仙台市ガス局,都市ガスの供
給を一部で再開 [3・11東日本大

震災]

・日本ガス協会や全国のガス
事業者からなる仙台復旧対
策隊,仙台市に到着。復旧活
動を開始 [W:日本ガス協会]

・仙台市中央卸売市場,食肉部
門を除き青果物・水産物・花
の取引が正常化 [NK]

・気仙沼市の一部のガソリン
スタンドで,一般車両への給
油が始まる [K]

・政府の現地対策本部の視察
団, 気仙沼入り。菅原市長,
深刻な被災の実態を説明し,
国による復興支援策の早急
な実施を求める [K]

・ルース駐日アメリカ大使,被
災者約1200人が避難してい
る石巻市渡波小を慰問 [K]

・エフエム仙台のリクエスト
が急増。前向きな楽曲への
リクエストが多い [NS]

・宮城県原子力センター(女川
町)の放射性物質測定器4台,
津波被害で使用不能になっ
ていることが判明 [K]

・岩手県,東日本大震災の復旧
業務を担う受注業者との契
約で,被災者の積極的な雇用
を要請していくことを発表。
4月1日以降に行う復旧事業
の契約で適用 [W:岩手日報]

・岩手県, 2011年度の定期人事
異動を発表。東日本大震災
への対応強化のため知事の
補佐などを担当する理事を
設置 [K]

・陸前高田市の病院兼介護老
人保健施設「松原苑」(入所
者209人)では, 地震から3月
21日までに15人が死亡 [A]

・陸前高田市など6市町で, 陸
上自衛隊が2429人の入浴を
支援 [IN]

・山田町の沼崎町長ら,陸上自
衛隊ヘリで上空から山田町
を視察 [IN]

・大船渡港に救援物資を載せ
た船が震災後初めて入港 [K]

・全国各地の専門家で組織さ
れた「こころのケアチーム」,
3月23日から本格的に, 岩手
県内の被災地へ派遣開始 [W:

岩手日報]

・外務省, 東京都内の大使館
を一時閉鎖したが27カ国に
上ること発表。多くは西日
本の領事館に機能を一時移
転 [A]

・アメリカ:原子力規制委員会,
調査委員会を設け国内の原
発の安全性を再評価すると
発表 [NK]

・イギリス:世論調査会社が
国際環境NGO 「地球の友」
の依頼で3月18日～20日に
1000人に電話調査をしたと
ころ,原発新設に「賛成」は
35%,「反対」は28%との報
道 [A]

・イタリア:政府が原子力発電
の再開計画を1年間凍結する
と閣議で決定 [NK]

・台湾:エバー航空を有するエ
バーグリーン・グループの
総裁張栄発氏は,個人名義で
10億円の義援金を日本に贈
呈。また台湾の原発推進を
批判し,「地震多発の台湾で
は,そもそも原発を建てては
ならない。自然エネルギー
への転換は急いでやるべき
だ」と発言 [LT]

・台湾:鴻海精密工業の郭台銘・
董事長,個人基金と同社分合
わせて約5億5千万円の寄付
を表明 [NK]

・中国:国家品質監督検査検疫
総局によると,成田空港から
江蘇省無錫に到着した日本
人2人から基準を大幅に超え
る放射線が検出され,病院で
処置 [A]

・中国:三一重工が寄贈したポ
ンプ車の寄贈式, 大阪で開
催 [RJ]

・香港:日本から輸入された農
産物から香港の安全基準の
最大10倍に達する放射性ヨ
ウ素が検出されたとの発表。
福島・栃木・群馬・茨城・千
葉5県産の農産物が輸入禁
止 [A]

・ドイツ:CDUとFDPの連立政
権に対する支持率, 3パーセ
ント低下。反原発の「緑の
党」の支持率は7パーセント
上昇 [BZ]

・ドイツ:自動車会社Audi, 100
万ユーロを寄付。カリタス
(カトリックのボランティ
ア団体)も130万ユーロを寄
付 [BZ]

・EU:東日本大震災被災者支
援策を日本政府と協議する
ため,ゲオルギエワ欧州委員
を3月24日に東京に派遣する
との発表 [NK]

Wed.
23

Mar.

3月
23日
(水)
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Wed.
23

Mar.

3月
23日
(水)

・農水省, 災害時の応急措置・復旧に係
る農業振興地域制度及び農地転用許可
制度の取り扱いについて周知。公益的
事業に係る施設の設置および復旧等を
行う場合, 国または都道府県の許可は
要しない [W:内閣府]

・農水省によると, 津波で浸水した田
畑が岩手・宮城・福島3県で約2万ヘク
タールに達することが調査で判明 [A]

・環境省,「災害廃棄物の処理等に係る
法的問題に関する検討会の第2・3回会
議を開催 [W:環境省]
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市民社会 原発事故の影響 文化/風俗/メディア 東京圏/計画停電 福島県 宮城県 岩手県 海外動向

・茨城県,県内産の原乳・パ
セリから国の暫定規制値
を超える放射性物質が検
出されたことをうけ,市町
村長や業界団体に出荷自
粛の要請 [NK]

・JA栃木中央会の高橋会長,
県産ホウレンソウから暫
定規制値を超える放射性
物質が検出されたことを
うけ,福田栃木県知事に風
評被害防止等を求める要
望書を提出 [NK]

・埼玉県,熊谷市と深谷市で
採取した原乳の放射性物
質が暫定規制値を下回っ
たと発表 [NK]

・京都市,市中央卸売市場第
1市場で茨城県産ミズナか
ら食品衛生法の暫定規制
値を超える放射性セシウ
ムと放射性ヨウ素が検出
されたと発表 [A]

・文科省,福島沖合30キロの
8地点, 約10m下の海水か
ら最大で基準の約2倍のヨ
ウ素131を検出 [A]

・水産総合研究センター中
央水産研究所,魚介類の放
射能について緊急の検査
を開始 [A]

・千葉県,銚子沖の海産物へ
の放射性物質の影響調査
を開始 [A]

・茨城県の橋本昌知事,県と
して放射性物質調査を取
りやめると発表。放射性
物質への影響調査を行う
千葉県と漁場が重なるこ
とから,同県や水産庁と協
議のうえ3月22日夜に決
定 [A]

・午前 東日本, 大気中の放
射線量が高い状態続く。
前日の雨で放射性物質が
降下した影響か [A]

・文科省,福島第1原発事故
によって上空からチリな
どとともに落ちた放射性
物質の測定結果を発表。
東京ではヨウ素の値が前
日に比べて増加。高止ま
りの傾向続く [A]

・神奈川県,県福祉局と小田
原・厚木など県内9カ所の
保健福祉事務所に食品と
健康に関する相談窓口を
開設 [NK]

・原子力安全委員会, 福島
第1原発事故に伴う住民
の被ばく量や放射性物
質が降る範囲をSPEEDI
システムで試算した結果
を初めて公表 [A]

・自動車レースのフォー
ミュラ・ニッポン,開幕戦
(4月16・17日,三重・鈴鹿
サーキット)を5月14・15
日に延期すると発表 [A]

・関東ラグビー協会,ニュー
ジーランド学生代表―関
東代表などの4試合(4・5
月, 東京・秩父宮)を中止
したとの報道 [A]

・女子サッカーなでしこ
リーグ, 開幕を4月3日か
ら29日に延期と報道 [A]

・関東大学バレー,春季リー
グの中止を発表との報
道 [A]

・男子テニスの錦織圭,米フ
ロリダ州マイアミで震災
の被災者を支援するサッ
カーの慈善試合に参加し
た [A]

・常陽銀行,入行式の延期を
決定 [NK]

・小林製薬, 3月23日に予定
していた新芳香消臭剤の
発売を4月20日に延期 [A]

・みちのくプロレスが活動
再開。3月23日からの九
州遠征を「チャリティー
試合」として予定通り実
施 [A]

・日本損害保険協会,東日本
大震災の被災地復興支援
金として義援金10億円を
送ると発表 [NK]

・CATV最大手ジュピター
テレコム(ジェイコム)グ
ループ,「湘南・横浜エリ
アインフォメーション」
と題した特番を放送開始。
東日本大震災後の生活情
報を提供 [KS]

・ペットボトル水の品切れ
で店舗に張り紙。浄水器
メーカーに問い合わせ殺
到 [NS]

・サントリー,テレビCMを
再開 [宣伝会議; No.815]

・集英社, 「週刊少年ジャ
ンプ15号」(3月14日発売)
掲載の全作品を,インター
ネットで無料配信すると
発表。震災の影響で配送
が大幅に遅れたため [NS]

・宮城県女川町で中国人研
修生を避難させた後に行
方不明となった水産物加
工会社の専務のニュース
が中国・香港で話題になっ
ているとの報道 [NS]

・皇后,日本看護協会会長か
ら「救護活動等について」
聴取 [皇室; 51]

・小田原城址公園で4月2・3日開催が予定の「小田原おでん
サミット」,中止に [KS]

・CATV最大手ジュピターテレコム(ジェイコム)グループ,
「湘南・横浜エリアインフォメーション」と題した特番を
放送開始。東日本大震災後の生活情報を提供 [KS]

・埼玉県,熊谷市と深谷市で採取した原乳の放射性物質が暫
定規制値を下回ったと発表 [NK]

・埼玉県,さいたま市内の浄水場で処理された水道水を検査
した結果,放射性ヨウ素は最大で9・2ベクレルで基準値を
下回っていると発表 [S]

・千葉県, 銚子沖の海産物への放射性物質の影響調査を開
始 [A]

・茨城県内の水道水から,乳児の摂取基準値(1L当たり100ベ
クレル)を超える放射性ヨウ素を検出 [I]

・茨城県, 採取した放牧牛の原乳とパセリから, 食品衛生法
の暫定基準値を超える放射性物質を検出したと発表 [I]

・茨城県内の道路,国道51号で通行止めとなっていた大洗町
の4.8キロ区間が片側2車線で開通。全線で通行可能に [I]

・原子力災害対策本部は,茨城県に対し原乳とパセリの出荷
を控えるよう指示 [I]

・ニコン,半導体製造装置の部品等を生産する栃木県大田原
市の工場はじめ国内5拠点で操業再開 [A]

・群馬県の大沢知事, 県内生乳の放射性物質検査について,
微量の放射性ヨウ素を検出したが食品衛生法の暫定基準値
を大幅に下回ったと発表。放射性セシウムは不検出。ハウ
ス物4品目6検体の農産物検査でもいずれも基準値以下 [J]

・群馬県前橋市と高崎市で3月22日に採取した生乳2検体を
検査したところ,ヨウ素は1キログラム当たり300ベクレル
の基準値に対し, 前橋の検体が39ベクレル, 高崎が40ベク
レル,との報道 [J]

・群馬県で22日に採取された6市町のホウレンソウ, シュン
ギク,コマツナ,ニラの検査結果について,数値が高かった
シュンギクでもヨウ素が1040ベクレルで基準値の2分の1,
セシウムは115・9ベクレルで基準値を大きく下回ったとの
報道 [J]

・群馬県,露地物のホウレンソウやカキナから基準値を超え
る放射性物質が検出された問題で,出荷自粛を要請した生
産者に対し運転資金の融資制度を始めるとの報道 [J]

‐原発の運転制御に使われるホウ酸を国
内で唯一生産する富山薬品工業の大熊工
場が操業停止。再開のめどがたっていな
い [FP]

・FAO(国連食糧農業機関)・
IAEA(国際原子力機関)・
WHO(世界保健機関), 食品
の安全問題について,日本政
府に専門知識や助言を提供
することを表明 [W:外務省]
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・東北電力, 年度末発表予
定の経営計画について公
表を見送ることを明らか
に [A]

・中部電力, 2015年着工を
目指していた浜岡原発6号
機の着工時期を16年度に
すると発表。「既存原発の
津波対策を優先する」 [A]
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Thu.
24

Mar.

3月
24日
(木)

08:56 茨城県南部を震源等
する地震, M4.9,同県鉾田
市で震度5弱 [A]

17:21 岩手県沖を震源とす
る地震, M6.1,宮城県石巻
市で震度5弱 [Y]

・総務省消防庁のまとめに
よると, 東日本大震災に
よる火災は青森県から静
岡県までの11都県で325
件との報道。宮城167件,
茨城46件, 東京35件, 岩手
22件など [A]

・気象庁などによると東日
本大震災後に関東から九
州までの少なくとも13の
活火山周辺で地震が活発
化,との報道 [A]

08:30 12都道県知事選が告
示され統一地方選スター
ト。防災が争点として浮
上 [A]

13:00 日銀, 金融機関に8営
業日連続で短期資金を大
量供給すると発表。震災
後の供給総額は106兆6千
億円に [A]

15:00頃 東京株式市場, 日
経平均株価の終値は前日
終値と比べ14円46銭安い
9435円01銭。首都圏の水
道水で基準を超える放射
性物質の検出が相次ぎ様
子見の展開 [A]

16:10 菅首相と英国のキャ
メロン首相が電話協議。
英国の救援隊が被災地支
援にあたったことに謝意
を伝える [A]

・政府,全国の電力会社が支
払う「電源開発促進税」の
増税を検討開始。福島第
1原発事故に関連する補償
の国負担部分の財源とし
て [FP]

・政府の被災自治体向け特
別支援策が判明との報道。
既存の災害特例措置の対
象に加え,対象外の復旧事
業でも国の補助金を費用
の8割前後まで上積みする
方針 [NK]

・菅政権はがれき処理にか
かる費用をほぼ全額国が
負担する方針を決定,との
報道 [A]

・片山総務相, 4月実施予定
の統一地方選のうち福島・
岩手・宮城の地方選31件
の延期を新たに決定。22
日の延期決定と合わせて
58件に [FP]

・松本外相がルース駐日米
大使と会談。福島第1原発
事故につき日米間での連
携を確認 [NK]

・各党・政府震災対策合同
会議実務者会合で, 野党7
党は, 福島第1原発半径20
～30キロ圏内について政
治判断で避難勧告を出す
よう要請 [A]

・外務省,政府の途上国援助
の有償資金協力の今年度
分の残りの支援について,
原則先送りする方針を表
明 [A]

04:50頃 福島第1原発3号機で23日
夕から出ていた黒煙が消えたこ
とを現地で確認 [A]

07:51福島第1原発,煙が消えたこと
を受けて作業員の退避を解除 [A]

11:30 福島第1原発1号機の中央制
御室で照明が点灯 [A]

12:10 福島第1原発3号機でケーブ
ル敷設作業をしていた作業員3人
の被曝が判明。うち2人が両足の
皮膚を汚染され,病院に搬送 [A]

12:20東電, 福島第1原発3号機ター
ビン建屋1階・地下の作業員に退
避指示。1・2・4号機でも作業を
中断 [メルトダウン]

18:32 福島第1原発3号機で被曝し
た作業員3人のうち2人は福島市
の県立医大病院に搬送 [A]

21:50頃 原子力安全・保安院, 福島
第1原発3号機で作業員が被曝し
た際の状況を説明。2人が長靴を
履かず,放射性物質の濃度が高い
水で足が汚染されたことを明ら
かにした [A]

・福島第1原発4号機で使用済み核
燃料プールの水が沸騰 [メルトダ

ウン]

・東電,福島第1原発4号機の使用済
み核燃料プールへ注水作業を実
施 [メルトダウン]

・夕福島第1原発5号機でポンプ交
換が完了。夕方には原子炉の冷
却を開始 [A]

06:00陸自:第13旅団が馬市役所及び塙町役場で給
食支援を開始 [SDF]

06:30陸自:第13旅団が須賀川市役所で給食支援を
開始 [SDF]

06:54原子力:CH-47(サーモグラフィ・放射線測定
機搭載)×1機による福島第1原発上空モニタリン
グ開始(07時26分終了) [SDF]

07:00 陸自:第14旅団が雄勝町で入浴支援を開
始 [SDF]

07:44 空自:入間ヘリCH-47×1が松島から田代島
へ救援物資(パン)を空輸 [SDF]

07:53空自:第2輸送航空隊C-1×1機が救援物資(食
料)を入間から松島へ空輸 [SDF]

07:54 空自:入間ヘリCH-47×1が松島から網地島
へ救援物資(パン)を空輸 [SDF]

08:00 海自「にちなん」搭載艇等が大須小学校卒
業式を支援(赤飯缶飯602食提供) [SDF]

08:00 陸自:第5旅団が万石浦で入浴支援を開始。
第13旅団が郷ヶ丘小及び中央台南中で給水支援
を開始 [SDF]

08:02 空自:飛行開発実験団C-1×1機が救援物資
(日用品)を岐阜から花巻へ空輸 [SDF]

08:27 陸自:第13旅団が新地町で給水支援を開
始 [SDF]

08:32 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(パン)を小牧から松島へ空輸 [SDF]

09:05原子力:偵察航空隊RF-4E×1機が福島第1原
発の航空偵察のため百里を離陸(09時38分百里着
陸) [SDF]

09:07陸自:東北ヘリ隊が青葉中学校へ救援物資(食
料・衣類)を空輸 [SDF]

09:08 空自:第1輸送航空隊C-130×2機が救援物資
(パン)を小牧から松島へ空輸 [SDF]

09:16原子力:偵察航空隊RF-4E×1機が福島第1原
発の航空偵察のため百里を離陸(09時59分百里着
陸) [SDF]

09:19空自:第3輸送航空隊C-1×1機が救援物資(日
用品)を美保から福島へ空輸 [SDF]

09:22陸自:第13旅団が大迎公会堂で給水支援を開
始 [SDF]

09:26陸自:東北ヘリ隊が好文館高校へ救援物資(食
料・衣類)を空輸 [SDF]

09:29 海自:「くらま」搭載ヘリ等が寒風沢島の
被災者に水860L,灯油(ドラム缶×2),パン216袋,
米55KG,カップラーメン17箱,缶詰53個,粉ミル
ク21缶,離乳食24袋,靴下190足,トイレットペー
パー192個, 石鹸150個, その他生活用品等を提
供 [SDF]

09:42海自:「やえやま」が荒地区の被災者にタオ
ル10枚, ティッシュ10箱, 乾電池40個, 洗剤2個,
食器洗剤4L,漂白剤1本,ローソク40本,ウェット
ティッシュ30個を提供 [SDF]

09:42 空自:第1輸送航空隊C-130×2機が救援物資
(パン等)を岐阜から花巻へ空輸 [SDF]

09:45空自:第3輸送航空隊C-1×1機が救援物資(民
生品)を美保から福島へ空輸 [SDF]

10:00陸自:東北方面後方支援隊が宮城野区及び若
林地区に燃料巡回配布 [SDF]

10:01 海自:「さわぎり」搭載ヘリが野々島の被
災者に灯油(ドラム缶×2), パン216袋, 米50KG,
カップラーメン17箱, 缶詰53個, 粉ミルク15缶,
離乳食20袋,靴下170足,トイレットペーパー192
個,石鹸105個,その他生活用品等を提供 [SDF]

06:00時点 三陸自動車道・仙台東部道
路利府JCT-仙台若林JCT(被災橋梁の
復旧), 常磐道いわき中央IC-常磐富岡
IC(原発避難区域で立入禁止)で通行
止め, 三陸自動車道仙台港北IC(料金
所水没を復旧), 東北道長者原スマー
トIC(給油所混雑のため)が閉鎖 [W:

NEXCO]

06:00警察庁,東北道(宇都宮IC-一関IC),
磐越道(津川IC-いわきJCT),常磐道(山
元IC-亘理IC), 仙台南部道(仙台若林
JCT-仙台南IC),仙台東部道(亘理IC-仙
台若林JCT),三陸自動車道(利府JCT-登
米東和IC), 仙台北部道(富谷JCT-利府
JCT)で交通規制を解除。これにより東
北道全線, 秋田道全線, 山形道全線, 磐
越道全線が通行可能に [W: NEXCO]

10:00茨城港の大洗港区第4埠頭岸壁,船
舶を限定し供用開始 [W:関東地方整備局]

11:00 NTTドコモ, 各サポートセンター
が通常の営業時間へ [W:ドコモ]

12:00時点 NTT東日本が福島・宮城・岩
手・青森・山形・秋田・茨城・栃木・群
馬・千葉・埼玉・神奈川・新潟・東京・
長野・山梨の各都県で設置した特設公
衆電話は計2,256台 [W: NTT東日本]

18:00 NTTドコモ, KDDI,ソフトバンク
モバイルによると, 停波している携帯
電話の基地局数は1755局。NTT東日
本によると固定電話は9割が復旧。 [A]

・朝山形自動車道,村田JCT-笹谷IC間が
復旧 [NK]

・JRバス東北・弘南バス,青森-東京間で
運行再開 [W:国交省]

・JRバス関東,仙台-東京間で路線バスを
新設 [W:国交省]

・会津乗合自動車・JRバス東北,仙台-会
津若松間で運行再開 [W:国交省]

・東北地方の港湾, 15港全港が開港 [NK]

・川崎近海汽船,常陸那珂港を川崎港に
変更し運航再開 [W:川崎近海汽船]

・東部ガス,土浦市の一部(6,384戸)が全
戸復旧完了 [W:日本ガス協会]

・石油情報センターによると,全国のレ
ギュラーガソリン1リットルあたりの
店頭価格(22日時点)は151.2円。前週
の148.5円から2.7円上昇。値上がりは
5週連続 [A]

・NTTドコモ,震災による基地局故障で
携帯電話がつながらなくなった被災者
を対象に, サービスが使えなかった期
間の利用料を無料にすると発表 [A]

・NTT東日本が3月24日までに宮城・山
形・栃木・群馬・埼玉・東京・新潟・山
梨・長野の各都県で設置したインター
ネット接続コーナーは計113 [W: NTT東

日本]

・NEC, 2010年3月期の年間配当金を従来
予想の未定からゼロにすると発表 [NK]

・いわき大王製紙,生産再開 [NK]

・ザ・パック,包装用ポリ袋を製造する
茨城工場を再開 [NK]

・スズキ,軽トラックなど軽自動車50台,
スクーターなど二輪車100台,医薬品・
飲料水等の支援物資を被災地に提供す
ると発表 [NK]

・スズキ, 湖西工場(静岡県)など四輪車
組み立て工場の操業を3月24日から再
び停止 [NK]

・トヨタ自動車,国内全工場で停止して
いる生産のうち, プリウスなどハイブ
リッド車を製造する愛知県の堤工場,
福岡県の宮田工場を3月28日から再開
すると発表 [A]

・パナソニック,欧州から日本への乾電
池の空輸を4月に始めるとの報道。店
頭の品薄が解消しないため [NK]

・古河電気興業, 今市工場(栃木)の一部
操業再開を発表 [NK]

・ホンダ,四輪車工場の操業停止を4月3
日まで延長すると発表 [NK]

・ヤマハ発動機, 停止していた二輪車
工場の操業を3月25日にかけて一部再
開 [NK]

・日産自動車,在庫部品を使って車両の
生産を再開 [NK]

・雪印メグミルク, 宮城県大崎市・茨城
県水戸市など子会社3工場の一部生産
再開を発表 [NK]

・全国有機農業推進協議会,東日本大震
災で損壊した水田が多いため, 米の生
産調整を弾力的に運用するよう求める
要望書を農水省に提出 [NK]

・みずほ銀行,ネットバンキングのサー
ビスに一部不具合が生じていることが
判明 [A]

・みずほ銀行, 振り込みが滞っていた
1169件(計約46億円)の処理を完了した
と発表 [A]

・ゆうちょ銀行,節電協力のため,東電管
内1都8県のATMの稼働時間を短縮す
ると発表 [NK]

・プロミス,東日本大震災被災者向けに
無利息融資を4月1日から始めると発
表 [NK]

・ヤマト運輸,一部地域を除き,岩手・宮
城・福島3県で配達員による集配サービ
スを3月25日から再開すると発表 [NK]

・佐川急便,岩手・宮城・福島3県で配達
員による集配を再開。一部地域を除き
全国の集配網が復旧 [NK]

・日本経団連,東日本大震災からの早期
復興を目指す「震災復興特別委員会」
を設置 [NK]

・総合レンタル会社で組織する什器・備
品レンタル協会, 被災地に電気ストー
ブなどを無償提供との報道 [NK]

・中外製薬,タミフル約6万人分を東日本
大震災被災者向けに提供との報道 [NK]

・土木学会, 震災特別委員会の第2回
タスクフォース会議を開催。4月1
日～7日の坂田会長を団長とする第
1次総合調査団派遣を決定。また3
月27日から家田座長代行ら先遣隊
の派遣を決定 [W:土木学会]

・土木学会, 3月24日以降,津波痕跡調
査第1期調査団はじめ,土木学会が認
定・登録した調査団を随時派遣 [W:

土木学会]

・土木学会,国交省大臣官房技術調査
課長宛に「緊急調査等への協力につ
いて(依頼)」(3月24日付)提出 [W: 土

木学会]

・日本建築学会東北支部,「東北地方
太平洋沖地震災害調査速報(5)」を
発表 [建築雑誌; No.1622]

・日本建築士事務所協会連合会,被災
した「日事連・建築士事務所賠償責
任保険」加入者への対応として, 継
続加入手続きと保険料払い込みに
関して2011年9月11日まで猶予期間
を設けることをホームページで発
表 [W:日本建築士事務所協会連合会]

・都市計画コンサルタント協会,都市
計画関係法人に対する支援策に関す
る調査を実施 [W:都市計画コンサルタン

ト協会]

・都市再生機構,応急仮設住宅の建設
に係る支援要員を岩手県に派遣 [W:

UR]

・建設政策研究所,「『東日本大震災』
被災者救援に関する緊急提言」を発
表 [W:建設政策研究所]

・日本薬剤師会,東北地方太平洋沖地
震災害担当者全国会議を開催。災害
対策本部の設置, 被災地の現状把握
のための役員派遣, 医療保険関係の
対応, 支援薬剤師の派遣, 関係団体
との連携などについて審議 [W: 日本

薬剤師会]

・日本歯科医師会,岩手・宮城・福島
各県の歯科医師会に緊急支援物資の
第1便としてオーラルケア製品や歯
科診療用機材等を輸送 [W:日本歯科医

師会]

・国立感染症研究所感染症情報セン
ター, 「水の確保と手指衛生」を発
表 [W:国立感染症研究所]

・理化学研究所,「東京都発表による
水道水の放射能測定結果について」
と題したコメントを発表 [W:理化学研

究所]

・理化学研究所,埼玉県和光市からの
依頼を受け, 放射線測定機器1台を
貸与 [W:理化学研究所]

・日本医学放射線学会,「妊娠されて
いる方, 子どもを持つご家族の方へ
――水道水の健康影響について」を
公表 [W:日本医学放射線学会]
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・「災害ボランティア情報
まとめサイト」,「助け合
いジャパン」の情報整理
作業の実動部隊として参
加 [A]

・日本YMCA, ボランティ
ア5名が岩手県宮古市の被
災地入り [W:日本YMCA]

・特定非営利活動法人グッ
ドネーバーズ・ジャパン,
グッドネーバーズ韓国か
ら2名の応援スタッフと合
流して釜石市に支援物資
とどける [W:グッドネーバー

ズ・ジャパン]

・大地を守る会,岩手県久慈
市山形町に支援物資を配
送 [B:大地を守る会]

・大地を守る会,「大地を守
る震災復興支援基金」を
開始。被災生産者を応援
するための基金 [B: 大地を

守る会]

・セーブ・ザ・チルドレン・
ジャパン, 仙台市2カ所・
石巻市2カ所に子供の遊ぶ
ための広場を3月23日ま
でに開設との報道 [A]

・認定NPO法人難民支援協
会, スタッフ1名とボラン
ティア2名で茨城県在住の
難民宅を訪問。情報提供・
カウンセリング・物資支
援を実施 [W:難民支援協会]

・日本消費者連盟と食の安
全・監視市民委員会,食品
安全委員会に宛て,「放射
性物質についての食品衛
生法上の指標値に関する
要請書」を提出 [W: 日本消

費者連盟]

・あしなが育英会,震災で親
を失った子どもや学生・院
生に, 10万～40万円を支
払う特別一時金を新設 [A]

・全社協によると,岩手,宮
城, 福島3県の計57市町村
にボランティアセンター
が設置 [A]

・「福島原発事故緊急会議」
の第1回。ピープルズ・プ
ラン研究所ほかの参加個
人が開催 [福島原発事故緊急

会議チラシ]

・「東日本大震災・原発事
故被害の救援・復興めざ
す福島県共同センター」
(略称/ふくしま復興共同
センター), 福島市青年会
館で発足会議を開催。福
島県労連や民医連などが
参加 [W: ふくしま復興共同セ

ンター]

・文科省,全国47都道府県の
大気中放射線の測定結果
を発表。東北・関東の一部
で3月23日に続き平常値
を超える線量を測定 [NK]

・午前 埼玉県川口市, 3月
22日に検査した新郷浄水
場の水から乳児向け暫定
規制値を超える1キログラ
ムあたり120ベクレルの
放射性ヨウ素を検出と発
表 [NK]

・千葉県松戸市の2浄水場で
規制値を上回る放射性ヨ
ウ素を検出。県は松戸・
市川・船橋3市に対し, 乳
児に限って飲用を控える
よう要請 [NK]

・午前 東京都, 23区と武蔵
野市など5市にペットボト
ル入り飲料水の配布を開
始 [NK]

・東京都内の自治体,金町浄
水場の水道水から乳児の
飲み水について国の基準
値の2倍を超える放射性ヨ
ウ素が検出された問題で,
乳児がいる家庭に飲料水
を配布 [A]

・東京都, 3月24日午前6時
の再調査で金町浄水場の
水の放射性物質の値が規
制値を下回ったとして,乳
児向け水道水の摂取制限
を解除 [NK]

・イトーヨーカドー, 1都6
県の117店舗で乳児の親
へミネラルウォーターの
優先販売を開始 [A]

・日本コカ,ミネラルウォー
ターの需要増をうけて,米
コカ・コーラの韓国法人
などとミネラル水の日本
への供給で合意 [NK]

・家庭向け飲料水宅配事業
を手掛けるトーエル, 水
道水不安によるミネラル
ウォーターの需要増をう
けて,コールセンター要員
を50人増 [NK]

・かまぼこ製造・販売の鈴廣
蒲鉾本店,本店前に地下水
の無料給水所を開設 [NK]

・文科省, 雑草や海水など
の放射能汚染の測定結
果を発表。福島県飯舘村
の雑草の葉からは, 付近
の土1キロから検出され
たセシウム137の値=16万
3000ベクレルの約8倍に
あたる124万ベクレルを
検出 [A]

11:30過ぎ 東京大学で卒業
式。規模を縮小し卒業生
の出席を各学部の代表12
人に絞る [A]

15:30 プロ野球セ・リーグ,
公式戦開幕をパ・リーグ
と同じ4月12日まで延期
すると発表。電力事情に
配慮し, 4月は東京ドーム
を使用しない。文部科学
省や選手会から再考を求
められていた [A]

・内閣府, 4月29日に発令予
定だった2011年春の叙勲,
外国人叙勲,危険業務従事
者叙勲,褒章を当面延期す
ると発表 [A]

・ボクシングの帝拳ジム,
国技館で4月8日開催予定
のトリプル世界戦の会
場を神戸市のワールド記
念ホールに変更すると発
表 [A]

・三井住友銀行, 2012年4月
の新卒採用者を850人(前
年比18%増)と決定。通常
の採用枠のほかに「夏採
用」も実施 [NK]

・日産自動車とホンダ, 2012
年春入社の新卒採用の選
考時期を6月以降に延期す
ると発表 [NK]

・朝日新聞社と朝日新聞厚
生文化事業団が12日から
呼びかけている「東日本
大震災救援募金」の受付
額が10億円を超えた [A]

・日本経団連の集計による
と, 3月24日までに企業が
被災地向けに表明した義
援金や物資などの支援は,
650社, 530億円 [A]

・NHKの 松 本 会 長,
NHK2010年度予算案を
審議する衆院総務委員会
で被災した契約者への受
信料免除額が50億円規模
に上るとの見通しを表
明 [NK]

・東北大学,東日本大震災で
被災した学生を対象に学
費を免除すると発表 [NK]

・24日告示の12都道府県知
事選,主要政党の多くが党
首らによる第一声を見送
るなど自粛ムードに覆わ
れた異例の幕開け [NK]

・バスケットボール男子の
bjリーグ仙台の中村代表,
3月15日付で全選手・コー
チとの契約を解除したと
発表 [NK]

08:30 12都道県知事選が告示され, 統一地方選がスタート。
防災が争点として浮上。東京都知事選などでは,第一声や
選挙カーでの演説を控える自粛ムード [A]

11:00過ぎ環境省,建物の屋上などに付着した黄色い粉につ
いて,花粉と確認 [A]

11:30過ぎ東京大学で卒業式。規模を縮小し卒業生の出席を
各学部の代表12人に絞る [A]

12:30千葉県,松戸市内の二つの浄水場の水から乳児の飲用
基準を超える放射性物質を検出したと発表。東京都内の検
査結果を受け,前日から乳児の水道水飲用を控えるよう県
内に呼びかけていた [A]

13:15東京都,乳児への水道水の摂取制限を解除。葛飾区内
の浄水場でこの日朝採取した水の放射線物質の数値が基準
を下回ったため [A]

15:30プロ野球セ・リーグ, 公式戦開幕をパ・リーグと同じ
4月12日まで延期すると発表。電力事情に配慮し, 4月は東
京ドームを使用しない。文部科学省や選手会から再考を求
められていた [A]

18:00時点茨城県内の避難住民は, 29市町村の2902人。この
うち福島県内からの避難者は1607人 [I]

18:00茨城県内の放射線量は,北茨城市が毎時1.210マイクロ
シーベルト, 高萩市が1.870マイクロシーベルト,大子町が
0.154マイクロシーベルト [I]

・東電, 計画停電について, 3月25日は午後6時20分から予定
の第2グループを除き実施しないと発表 [NK]

・東電, 18時20分からの第1グループのみ計画停電を実施す
ると発表 [A]

・午前東京都, 23区と武蔵野市など5市にペットボトル入り
飲料水の配布を開始 [NK]

・ゆうちょ銀行,節電協力のため,東電管内1都8県のATMの
稼働時間を短縮すると発表 [NK]

・東京都内の自治体,金町浄水場の水道水から乳児の飲み水
について国の基準値の2倍を超える放射性ヨウ素が検出さ
れた問題で,乳児がいる家庭に飲料水を配布 [A]

・東京都葛飾区に災害協定を結ぶ岐阜県飛騨市から飲料水
約2.5トンが搬送。3月25日にかけて [A]

・イトーヨーカドー, 1都6県の117店舗で乳児の親へミネラ
ルウォーターの優先販売を開始 [A]

・東京都,下水道施設が被害を受けた千葉県浦安市に対し, 3
月25日から職員4人を先遣隊として派遣すると発表 [NK]

・東京都武蔵野市の松本清治市議,市内の一部が計画停電の
対象から除外されたことについて「要請が実現した」とコ
メントし批判が集中。ツイッターで釈明,謝罪 [A]

・東京都武蔵野市と西東京市,全域が計画停電対象から除外
されると東電から通知を受けたことを明らかに。鉄道の変
電所があるため [A]

・東京都武蔵野市,市内の水道水の放射性ヨウ素を調べた結
果,検出されなかったと発表 [A]

・石原都知事,知事選公約を発表。災害対策を強調。キャッ
チフレーズは「心もとない国にNO!東京から日本を救う!」
[A]

・東京都中央区長選への立候補を表明していた石島秀起区
議, 立候補を断念したことが判明。「原発事故問題が長引
き,国をあげて復興していかなければならない中,地域を二
分するような選挙は望ましくない」 [A]

・東京都,プリンスホテルと協力し, 3月31日に営業を終了す
るグランドプリンスホテル赤坂で福島県からの避難者を受
け入れると発表 [NK]

・東京都, 個人からの救援物資の受け付けを3月27日16時で
一時中止すると発表 [A]

・東京都の武蔵野商工会議所と武蔵野市商店会連合会,吉祥
寺活性化協議会は,被災者を救援するために街頭で集めた
募金588万9430円を邑上守正武蔵野市長に手渡した [A]

06:00から通行規制が解除される東北・常
磐両自動車道では通常の通行料金が適
用され, 乗り降りを禁止されていた一部
のインターチェンジの通行も可能とな
る [FP]

・東北・常磐両自動車道全線で一般車両の
通行が可能となり, 通勤や支援に向かう
乗用車や輸送用トラックが行き交い始め
た [FP]

‐南相馬市の東北電力原町火力発電所(出
力200万キロワット), 震災で大きな被害
を受け, 復旧の見通しが立たない状況が
続く [FP]

‐震災から2週間が経ち,道路網やメーカー
工場の復旧に伴い, 県内スーパーやコン
ビニに並ぶ商品が増え始めた [FP]

‐福島県, 仮設住宅が設置されるまでの避
難者の居住対策として, 被災者を県内の
旅館・ホテルで一次的に受け入れる準備
に入った。約12,000人余りが対象 [FP]

・文科省, 雑草や海水などの放射能汚染の
測定結果を発表。福島県飯舘村の雑草の
葉からは,付近の土1キロから検出された
セシウム137の値=16万3000ベクレルの
約8倍にあたる124万ベクレルを検出 [A]

・厚労省, 福島県内の5市町村の原乳から,
基準を超える1キロあたり300ベクレルの
放射性ヨウ素を検出したと発表 [A]

・福島県産野菜の一部出荷停止をうけ, 県
内の一部市場で地場野菜の返品が相次
ぐ [FP]

・南相馬市の桜井市長, 3月24日からイン
ターネット動画サイト「ユーチューブ」
で曖昧な日本政府指示の理不尽さを国際
社会に訴えた [FP]

・北沢防衛相, 福島県庁で佐藤知事と会
談 [NK]

・「東日本大震災・原発事故被害の救援・復
興めざす福島県共同センター」(略称/ふ
くしま復興共同センター),福島市青年会
館で発足会議を開催。福島県労連や民医
連などが参加 [W:ふくしま復興共同センター]

09:00石巻市と田代島・網地島
を結ぶ航路で運航再開 [W:海

事局]

・宮城県,東日本大震災の死者
数について,一部自治体で重
複して計上した可能性があ
るとし,遺体発見地の市町村
に計上する方法に統一 [K]

・宮城県,復旧事業などに充て
るため,港湾整備事業特別会
計など特別, 公営企業, 準公
営企業8会計で総額48億円増
額する補正予算を3月16日付
で専決処分したと発表 [K]

・宮城県, 仮設住宅の1次着工
分について,建設場所と戸数
を発表。沿岸13市町に1カ所
ずつ用地を確保し,計1110戸
建設する [K]

・宮城県商工会議所連合会の
鎌田宏会長,村井県知事に対
し,被災した中小企業の資金
繰りへの金融支援,助成金を
活用した雇用維持などを緊
急要望 [K]

・仙台市, 3月24日までに,被災
した民間建物の応急危険度
判定を完了。849件が, 倒壊
などの恐れがあるため使用・
立ち入りが「危険」 [K]

・仙台市,震災で被害を受けた
水道の利用者の負担を軽減
するため, 基本料金を1カ月
分免除するなどの特別措置
を決定 [K]

・宮城県警の竹内直人本部長,
行方不明者の捜索現場と遺
体の身元確認が行われてい
る利府町の県総合体育館を
視察 [K]

・松島町の町民プール「美遊」
避難所で,プロ野球東北楽天
の選手から送られた食材に
よる炊き出しが実施 [K]

・南三陸町,町内の被災戸数を
初めて公開。町内の住宅の7
割が被災 [K]

・バスケットボール男子のbj
リーグ仙台の中村代表, 3月
15日付で全選手・コーチとの
契約を解除したと発表 [NK]

・国連人道問題調整部(UN-
OCHA)はじめ災害援助に関
する国連関係機関,宮城県及
び石巻市に調査団を派遣。
現地を視察するとともに,東
北地方太平洋沖地震に対す
る海外NGOによる災害援助
のあり方等について, 現地
の官民の関係者との意見交
換 [W:外務省]

・岩手県,沿岸自治体の支援の
ため関西広域連合や内陸市
町村の協力を得て大槌町,山
田町,陸前高田市に職員計42
人を派遣 [W:岩手日報]

・陸前高田市では, 3月18日を
ピークに減少した避難者数
が21日から再び増加。「今
まで自宅にいて食料がなく
なった人が新たに避難者に」
[A]

・野田村では,大阪のNPO団体
が避難住民の入浴を支援 [IN]

・岩手日報社,沿岸12市町村の
避難所で生活する住民を対
象としたアンケート調査(3
月20日～22日に実施)の結果
を報道。避難所生活で困っ
ていることは「風呂・入浴」
が25.2%で最大, 衛生面の改
善が課題 [IN]

・東北自動車道が全線開通,県
外の一般車両などが次々と
岩手県沿岸の被災地に向か
う [W:岩手日報]

・コンタクトメーカーシード,
岩手・宮城両県に使い捨て
コンタクトレンズ1万箱(5千
人分1カ月)とケア用品1万本
(5千人分2カ月分)を発送 [A]

03:06 韓国:政府が日本産農産
品の輸入保留を検討 [CI]

・在ニューヨーク日本総領事
館,「ブルームバーグ・ビジ
ネスウイーク」3月21号での
ひび割れした日の丸デザイ
ンの表紙に「不適切だ」と抗
議したと発表 [A]

・北朝鮮:金正日総書記, 在日
朝鮮人に見舞金50万ドル(約
4千万円)を贈った。朝鮮赤
十字会も日本赤十字社に10
万ドルを寄付 [A]

・シンガポール:夜, 農業・食
品・獣医庁が日本から輸入
したミツバなど4種の野菜
から放射性物質を検出と発
表 [NK]

・タイ:アピシット首相, 原発
建設計画について「原子力に
頼らない代替案もある。1～
2年以内に判断する」と, 計
画の見直しもあることを示
唆 [A]

・台湾:放射能汚染水の海洋放
出をうけて,宜蘭県の漁業の
町・南方澳では取引価格が
半減。日本への販売にも支
障 [LT]

・台湾:新北市(旧台北県),全民
防衛動員及び複合型災害防
災演習を実施 [LT]

・中国:深センダヤ湾原子力発
電基地の核安全の専門家,メ
ディア関係者に対して,ダヤ
湾原子力発電所の安全性を
強調。福島原発のような核
事故が発生する心配はない
と説明 [RJ]

・中国:「東京観察:平静の中
にある波瀾」を人民網が掲
載 [RJ]

・香港:日本からの果物・野
菜・乳製品の一部が輸入禁
止に [NK]

‐ドイツ:ルフトハンザ・ドイ
ツ航空, ドイツ-成田間の定
期便を3月24日にも再開する
方針を表明 [NK]

・ロシア:検疫当局, 福島・茨
城・群馬・栃木・長野・千葉
からの食糧品の輸入を全面
禁止 [NK]

・ロシア:国営企業ロスアトム
の社長,アメリカ・ロシア合
弁のウラン濃縮工場をアメ
リカに作る交渉を始めると
表明 [A(グローブ)]

・スイスのUBSとアメリカの
ジェフリーズが株式売買手
数料の一部を義援金として
拠出するなど,外資系証券が
本業に絡めて被災地支援を
実施との報道 [NK]

Thu.
24

Mar.

3月
24日
(木)
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全般 国/政治経済 原発/東電 自衛隊 米軍/米国 基礎的インフラ 生活/生産の基盤 学界/専門家組織

Thu.
24

Mar.

3月
24日
(木)

10:27海自:「くめじま」搭載艇が門前公民館の被
災者に缶飯240個,副食缶768個,乾パン128個,水
120L,醤油18L,その他生活用品等を提供 [SDF]

10:45陸自:第5旅団が入浴支援を開始 [SDF]

10:52陸自:第6飛行隊が玉川中学校,桂島及び寒風
沢島へ救援物資(燃料)を空輸 [SDF]

10:53 空自:入間ヘリCH-47J×1が府中から仙台駐
屯地へ救援物資を空輸 [SDF]

11:06海自:「くろべ」搭載艇がコミュニティーセ
ンターの被災者にトイレットペーパー300個,乾
電池96個,感冒薬72個,胃薬64個その他生活用品
等を提供 [SDF]

11:24空自:第2輸送航空隊C-1×1機が救援物資(医
療品)を千歳から花巻へ空輸 [SDF]

11:27空自:第2輸送航空隊C-1×1機が救援物資(食
料)を入間から松島へ空輸 [SDF]

11:29原子力:偵察航空隊RF-4E×1機が福島第1原
発の航空偵察のため百里を離陸(12時44分百里着
陸) [SDF]

11:32空自:第3輸送航空隊C-1×1機が救援物資(日
用品)を美保から福島へ空輸 [SDF]

11:35 原子力:偵察航空隊RF-4E×1機が航空偵察
のため百里を離陸(12時41分着陸) [SDF]

11:45空自:三沢ヘリCH-47×1機が救援物資(燃料)
を千歳から三沢へ空輸 [SDF]

12:24空自:第3輸送航空隊C-1×1機が救援物資(日
用品)を美保から福島へ空輸 [SDF]

12:25 空自:飛行開発実験団C-1×1機が救援物資
(日用品)を岐阜から花巻へ空輸。三沢ヘリCH-
47×1機が救援物資(燃料)を三沢から車力へ空
輸 [SDF]

12:27空自:第2輸送航空隊C-1×1機が救援物資(日
用品)を福岡から松島へ空輸 [SDF]

12:57海自:「さわぎり」搭載ヘリ等が宮戸島の被
災者に灯油(ドラム缶×3),パン492袋,米120KG,
カップラーメン42箱, 缶詰87個, 粉ミルク50缶,
離乳食74袋,靴下450足,トイレットペーパー276
個,石鹸150個,その他生活用品等を提供 [SDF]

13:03空自:第2輸送航空隊C-1×1機が救援物資(日
用品)を福岡から松島へ空輸 [SDF]

13:07 海自:「くらま」搭載ヘリ等が桂島の被災
者に水648L, 灯油(ドラム缶×2), パン228袋, 米
85KG, カップラーメン23箱, 缶詰55個, 粉ミル
ク21缶,離乳食24袋,靴下240足,トイレットペー
パー192個, 石鹸150個, その他生活用品等を提
供 [SDF]

13:15海自:「たかなみ」搭載ヘリが大島中学校か
ら気仙沼高校第2グラウンドまで急患(1名)を輸
送 [SDF]

13:32 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(燃料)を千歳から三沢へ空輸 [SDF]

13:41 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(パン)を名古屋から松島へ空輸 [SDF]

13:42海自:「くらま」搭載ヘリ等が桂島の被災者
に灯油(ドラム缶×1), パン144袋, 米25KG, カッ
プラーメン10箱,缶詰51個,靴下144足,トイレッ
トペーパー96個,石鹸45個,その他生活用品等を
提供 [SDF]

13:55 陸自:東北方面後方支援隊が宮城野区3ヵ所
に燃料巡回配布 [SDF]

・日本OTC医薬品協会,被災地への大衆
薬輸送を強化するとの報道。加盟社が
無償提供できる大衆薬リストを3月25
日にWPで公開し,被災地が官邸を通し
て希望する物資を求めると自衛隊が届
ける態勢へ [NK]

・厚労省,社会保険料及び労働保険料等
に関する納期限等の延長について告
示 [W:内閣府]

・厚労省, 受給者証なしでの障害福祉
サービス等の利用について事務連絡。
被災者が受給者証を提示できなくても
障害福祉サービス等を受けることが可
能に [W:内閣府]

・厚労省,被災に伴う薬事法等の取扱い
について通知。被災地の医療提供体制
確保のため, 薬局等の営業時間の変更
に際して薬事法等を弾力的に運用 [W:

内閣府]

・厚労省,災害に係る厚生年金保険料等
の納付の猶予について通知 [W:内閣府]

・東京都内科医会と不動産仲介のエイブ
ル, 都内に避難してきた人工透析患者
100人をめどに住居の確保で協力する
との報道 [A]

・総務省, 被災地にある各行政評価局・
事務所にフリーダイヤルによる電話相
談窓口を開設との報道 [A]

・消費者庁,製造所固有記号の表示の運
用について通達。工場の変更の際, 新
たに記号を届け出なくても変更前の包
材が使用可能に [W:内閣府]

・消費者庁, 食品衛生法に基づく表示
基準の経過措置の運用について通知。
2011年3月31日で移行期間が終了する
旧規定に基づく表示があっても, 当分
の間行政措置の対象とせず [W:内閣府]

・消費者庁・農水省, JAS法に基づく品質
表示基準の経過措置の運用について通
知。2011年3月31日で移行期間が終了
する旧規定に基づく表示があっても,
当分の間JAS法に基づく行政措置の対
象とせず [W:内閣府]

・犯罪収益移転防止法の施行規則の一
部改正を政府が決定。本人確認の書類
なしで口座開設が可能に。25日に施
行 [A]

・国交省・経産省など4省庁,不足が心配
される住宅建設資材の価格や給動向を
緊急調査するとの報道 [NK]

・文科省, 7月末まで全国体力調査を実施
しないことを各都道府県教委に通知。
学校側負担軽減のため [A]

・法務省,被災地で土地をめぐる紛争の
発生を防ぐため, 復興作業の際に土地
の境界を示す境界標の保存を国交省・
厚労省・環境省に要請 [NK]

・警察庁,被災した指定自動車教習所が
発行した卒業証明書等の公安委員会に
よる再交付について, 事務連絡 [W: 内

閣府]

・宇宙航空研究開発機構が提供した
超高速インターネット衛星「きず
な」の通信回線, 岩手県災害対策本
部・釜石市現地対策本部・大船渡市
現地対策本部の3地点をつなぐ。ま
た, 技術試験衛星VIII型「きく8号」
による衛星通信, 大槌町現地対策本
部兼避難所で開始(4月10日まで) [W:

宇宙航空研究開発機構]

・日本学術会議第1回東日本大震災対
策委員会を開催 [W:日本学術会議]
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市民社会 原発事故の影響 文化/風俗/メディア 東京圏/計画停電 福島県 宮城県 岩手県 海外動向

・連合本部, 福島県にボラ
ンティア先発隊を派遣 [W:

連合]

・連合,東北地方太平洋沖地
震及びそれに伴う計画停
電実施を踏まえ,日本人材
派遣協会と日本生産技能
労務協会に対して派遣労
働者の雇用と労働条件に
関わる要請を実施 [W:連合]

・連合本部, 三役政策意見
交換会を開催。民主党の
「東北地方太平洋沖地震対
策本部」の事務局長を務
める藤村修・幹事長代理
及び山根隆治・企業団体
対策委員長と意見交換 [W:

連合]

・厚労省,福島県内の5市町
村の原乳から,基準を超え
る1キロあたり300ベクレ
ルの放射性ヨウ素を検出
したと発表 [A]

・茨城県,京都市の検査で市
場に入荷した茨城産ミズ
ナから暫定規制値を上回
る放射性物質が検出され
たことを受け,県産ミズナ
の再検査を実施 [NK]

・パルシステム生活協同組
合,出荷停止となった野菜
の配達を停止。不足分に
ついて九州・千葉・埼玉の
取引先に出荷増やすよう
要請 [NK]

・サイゼリヤ,福島県白河市
周辺の自社農場や契約農
家からのレタスやルッコ
ラ等の仕入れを中止。東
日本500店舗でサラダ全
種の販売を停止 [NK]

・東京都中央卸売市場・大田
市場の3月第4週卸値で,茨
城産レタスが10キロ1113
円で前週比3割安, 埼玉産
コマツナが500グラム86
円で前週比4割安 [NK]

・清瀬市議会,東海地震に備
え,中部電力浜岡原発の即
時運転中止を国と国会に
求める意見書を賛成多数
で可決 [A]

・北海道電力, 泊原発の安
全対策を強化すると発
表 [NK]

・九州電力, 3月末から4月に
かけて予定している玄海
原子力発電所2・3号機の
運転再開を延期すると決
定 [A]

・防衛省, 原子力災害に対
処する自衛隊員が死亡あ
るいは障害を被った場合
の「賞恤金」を通常の1.5
倍に引き上げ。訓令を24
日に改正して即日施行 [A]

・大阪府議会の長田義明議
長, 「(震災は)天の恵み」
発言をうけ,議長を辞職す
る考えを表明 [NK]

・震災翌日に無料化された
「家庭の医学」, 13日間で
100万回のダウンロード
を記録 [A]

・3月23日に関東で降った雨
粒の跡に黄色い物質がみ
られたことで気象庁に問
い合わせ殺到。気象庁は
放射性物質ではなく花粉
とみられると回答 [NS]

・午後 宮内庁によると, 那
須御用邸(栃木県那須町)
の職員宿舎の温泉風呂が
同県に避難した人たちに3
月26日から提供されるの
を前に, タオルの袋詰め
の作業に秋篠宮一家が参
加 [A]

・皇后, 日本看護協会副会
長「救護活動(放射線健康
管理等)について」聴取 [皇

室; 51]

・震災に絡む悪質商法や犯
罪の増加が懸念されると
して,警視庁の宮園司史生
活安全部長が記者会見。
「震災に便乗して犯罪をた
くらむ動きがある。組織
を挙げて徹底的に取り締
まる」と表明 [A]

・東日本大震災の影響で鶏卵価格高騰との報道。東京の卸
値は震災後に3割上昇 [NK]

・東京都中央卸売市場・大田市場の3月第4週卸値で,茨城産
レタスが10キロ1113円で前週比3割安, 埼玉産コマツナが
500グラム86円で前週比4割安 [NK]

・神奈川県横須賀市,市民から生活用品などの救援物資の受
け付けを開始。市内の個人,団体,企業などが対象 [KS]

・横浜市立大学,東日本大震災の被災学生に対する特別支援
として2011年度の入学金,授業料を減免 [KS]

・横浜市, 被災者向けに提供可能な社宅や社員寮がないか,
民間企業に協力を呼びかけ [A]

・横浜市内の小中学校で,保護者判断で“疎開”していく子
どもが相次ぐ。東日本大震災の影響による福島第1原発の
放射能漏れなどを心配して [KS]

・家電量販店ノジマ(横浜市西区), 発行するポイントカード
を利用した支援を全店で開始 [KS]

・かまぼこ製造・販売の鈴廣蒲鉾本店,本店前に地下水の無
料給水所を開設 [NK]

・午前埼玉県川口市, 3月22日に検査した新郷浄水場の水か
ら乳児向け暫定規制値を超える1キログラムあたり120ベ
クレルの放射性ヨウ素を検出と発表 [NK]

・埼玉県熊谷市, 東日本大震災の被災者のために市営住宅5
戸を用意し募集を開始。入居は原則1年以内。4月1日から
入居できる [A]

・埼玉県北東部にある県立高校の教師ら,福島県双葉町の住
民たちが4月から生活する旧県立騎西高校を清掃 [A]

・さいたまスーパーアリーナで,福島県などから避難してい
る子どもを対象にしたサッカー教室が開催。Jリーグの選
手たちとともにボールを追う [A]

・浦安市に災害派遣されていた陸上自衛隊の全ての部隊が
任務を終えて撤収。陸自松戸駐屯地(松戸市)の部隊や陸自
第1空挺団(船橋市)の部隊などが, 3月12日から断給水活動
を行っていた [CN]

・茨城県災害対策本部によると茨城港大洗港区の岸壁の一
部が緊急船舶に限って利用可能に,県内各港で一部岸壁の
利用可 [I]

・群馬県, 県営浄水場3カ所から採取した水道水を緊急検査
したところ放射性物質はいずれも食品衛生法上の暫定基準
値を下回ったと発表。新田山田水道浄水場(みどり市)は15
ベクレル,東部地域水道浄水場(千代田町)は62ベクレル,県
央第一水道浄水場(榛東村)はゼロ。セシウムは3浄水場と
も不検出 [J]

・群馬県草津町, 3月24日までに福島県南相馬市などから被
災者1000人を町内の宿泊施設に無償で受け入れることを
決定 [J]

・群馬県内の温泉地から東日本大震災や福島第1原発事故の
避難所に温泉を届ける「配達作戦」,スタート [J]

・JA全農ぐんまと県東京園芸情報センター,首都圏の青果物
卸売会社で組織する「京浜市場群馬会」に風評被害の防止
に向けた協力を要請 [J]

・栃木県の福田富一知事, 東日本大震災の被災者支援の義
援金を募る「とちまる募金」を3月25日から開始すると発
表 [S]

・日清食品の給湯機能付きの
キッチンカー, 仙台市内の
3カ所で主力商品を無料配
布 [A]

・コンタクトメーカーシード,
岩手・宮城両県に使い捨て
コンタクトレンズ1万箱(5千
人分1カ月)とケア用品1万本
(5千人分2カ月分)を発送 [A]

・EU:日本から輸入する食品・
家畜飼料の放射線検査を強
化する方針を決定 [NK]

・IMF(国際通貨基金), 震災の
影響について,震災前の水準
以上に反転するとの見方を
提示。日米欧の円高阻止の
ための協調介入についても
「適切だった」 [A]

・IMF(国際通貨基金)の日本担
当責任者,東日本大震災をう
けて日本の保険会社が海外
金融資産を売却し日本に資
金を還流させているとの観
測について, 「証拠がない」
とコメント [NK]

・OCHA(国連人道問題調整部)
はじめ災害援助に関する国
連関係機関, 宮城県及び石
巻市に調査団を派遣。現地
を視察するとともに,東北地
方太平洋沖地震に対する海
外NGOによる災害援助のあ
り方等について,現地の官民
の関係者との意見交換 [W:外

務省]

Thu.
24

Mar.

3月
24日
(木)
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Thu.
24

Mar.

3月
24日
(木)

13:57海自:「やえやま」が小指区の被災者に缶飯
48個,副食缶96個,乾電池60個,洗剤2個,漂白剤1
本,ローソク40本,タオル6枚,紙オムツ352枚,粉
ミルク4缶,お尻拭き24個を提供 [SDF]

13:59 空自:入間ヘリCH-47×1が松島から田代島
へ救援物資(パン)を空輸 [SDF]

14:00 海自:「くめじま」が泊里集落の被災者に
非常用糧食432食,副食481食,乾パン128食,醤油
18L,その他生活用品等を提供 [SDF]

14:00 陸自:東北方面後方支援隊が宮城野区2ヵ所
に燃料巡回配布 [SDF]

14:09空自:第2輸送航空隊C-1×1機が救援物資(日
用品)を福岡から松島へ空輸 [SDF]

14:13海自:「やえやま」が大室地区の被災者に米
10kg,副食缶192個,消毒用エタノール3個,洗剤2
個,木炭18KG,タオル13枚,ウェットティッシュ
26個を提供 [SDF]

14:18 陸自:東北方面後方支援隊が若林区2ヵ所に
燃料巡回配布 [SDF]

14:22 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(燃料)を千歳から三沢へ空輸 [SDF]

14:40空自:第3輸送航空隊C-1×1機が救援物資(民
生品)を入間から松島へ空輸 [SDF]

15:02 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(民生品)を福岡から松島へ空輸 [SDF]

15:17空自:三沢ヘリCH-47×1機が救援物資(燃料)
を千歳から三沢へ空輸 [SDF]

15:17 海自:YS-11T2機が福島に生活用品2.3tを提
供 [SDF]

15:32海自:ヘリが石巻総合公園から宮戸島小学校
へ消石灰を輸送 [SDF]

15:59 原子力:偵察航空隊RF-4E×1機が航空偵察
のため百里を離陸(16時37分着陸) [SDF]

16:02 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(食料,日用品)を入間から福島へ空輸 [SDF]

16:14海自:「くめじま」が唯出集落の被災者に非常
用糧食480食, 副食768食, 乾パン128食, 水120L,
醤油18L,その他生活用品等を提供 [SDF]

16:19海自:111空のヘリが「おうみ」から気仙沼中
学校へ救援物資(飲料水3.9t)を提供 [SDF]

16:21 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(食料,日用品)を那覇から松島へ空輸 [SDF]

16:47海自:「ちよだ」搭載艇が寄磯の被災者にガ
ソリン90L提供 [SDF]

18:00海自:八戸航空基地隊が八戸周辺の被災者に
対し入浴支援等を実施。「くにさき」が仙台周辺
の被災者に入浴支援等を実施 [SDF]

20:46 空自:第1輸送航空隊KC-767×1機が救援物
資(食料)を名古屋から福島へ空輸 [SDF]

・折木統合幕僚長,記者会見で「隊員の活動は限界
に近い」と訴える [NK]

・北沢防衛相,福島県庁で佐藤知事と会談 [NK]

・防衛省,原子力災害に対処する自衛隊員が死亡あ
るいは障害を被った場合の「賞恤金」を通常の
1.5倍に引き上げ。訓令を24日に改正して即日施
行 [A]

・菅政権,被災地のがれき処理に関する
指針をとりまとめ。放置自転車や船舶
も所有者が引き渡し求めなければ許可
なく処分可 [A]

・東京商工リサーチ,「東日本大震災関連
調査」の結果を発表。東北4県の太平
洋岸に本社を置く企業数は約3万2000,
売上高は判明分で9兆9000億円 [NK]

・東京商工リサーチによると,震災で何
らかの被害を受けた上場企業は1135
社。うち4割の472社が営業や操業の
停止 [A]

・宮内庁の羽毛田長官,東日本大震災の
被災者が栃木県の那須御用邸や皇居内
の宮内庁病院を利用できるよう準備し
ていると表明 [NK]
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Fri.
25

Mar.

3月
25日
(金)

11:00 警察庁集計による東
日本大震災の死者数が1万
人を超えた。午前11時現
在で死者1万35人, 届け出
のあった行方不明者は1万
7541人。約2万2千人が犠
牲になった明治三陸津波
を上回り国内最悪の津波
災害に [A]

17:37 福島県浜通りを震源
とする地震, M3.6,同県い
わき市で震度3を観測 [Y]

20:36 宮城県沖を震源とす
る地震, M6.2,同県気仙沼
市などで震度4を観測 [Y]

13:00 日銀, 金融機関に9営
業日連続で短期資金を大
量供給すると発表。震災
後の供給総額は110兆9千
億円 [A]

19:33 菅首相が東日本大震
災から2週間を受けて記者
会見,「国民へのメッセー
ジ」を発表 [NK]

・衆院外務委員会, 2011年度
から5年間の在日米軍駐留
経費の日本側負担(思いや
り予算)を定める特別協定
案の採決見送りを決定 [A]

・政府,与野党各党との震災
対策実務者会合で,各党の
要望に対する対応策を提
示 [NK]

・電力供給対策本部, 4月中
に抜本的な電力需給対策
をまとめることを決定。
震災によって夏場に電力
供給が不足するとの予想
を受けて [A]

・枝野官房長官,政府が6月
に結論を出す予定の社会
保障と税の一体改革,およ
びTPP参加問題について,
先送りがありうるとの認
識を表明 [NK]

・平野内閣府副大臣,東日本
大震災で損壊した家屋の
処理費用の国庫負担率を,
阪神大震災時の97.5%よ
り引き上げる見通しを表
明 [NK]

・高木文科相,朝鮮学校への
高校授業料無償化制度適
用審査手続につき「東日
本大震災への対応を考え
ると今年度中の手続再開
は困難」と言及 [NK]

・与謝野経済財政相, 電気
料金の値上げを通じた電
力抑制政策導入を求める。
首相官邸での電力需給緊
急対策本部にて [A]

・財務省が週次の対内・対外
証券投資を発表。3月13
～19日の海外投資家によ
る日本株への投資は8910
億円の買い越し [NK]

・日銀,金融市場にドル資金
を供給するオペについて,
従来の3カ月物に加えて新
たに1週間物を始めると発
表 [NK]

03:46東電の原子力運営管理部が記
者会見。前日に作業員が被曝し
た福島第1原発3号機タービン建
屋地下の水たまりの放射能濃度
を公表。「非常に濃度が高い。通
常運転中の原子炉水に比べても4
桁ほど高い」 [A]

10:20頃 原子力安全・保安院, 福島
第1原発3号機で被曝した作業員
がふれた水から高濃度の放射性
物質が検出された原因について
「燃料がある程度毀損され, そこ
から来た可能性が高いと考えて
いる」 [A]

13:30頃 神奈川県の川崎市消防局,
福島第1原発3号機へ放水 [メルトダ

ウン]

15:40頃 福島第1原発1号機原子炉
への注水を海水から真水に切り
替えることに成功。3号機も18時
すぎに切り替え [A]

19:00頃 東電, 福島第1原発4号機に
放水 [メルトダウン]

21:30頃 放射線医学総合研究所が
福島第1原発で被曝した作業員3
人の診察結果を発表。うち2人は
規定された限度量の2～6倍の放
射線量 [A]

・原子力安全委員会, 福島第1原発
から半径20～30キロ圏内につい
て,「放射線量が比較的高いと考
えられる区域の住民には,積極的
な自主的避難を促すことが望ま
しい」と臨時会で国に助言 [A]

・午前枝野官房長官,福島第1原発
から半径20～30キロ圏内の住民
に対して自主避難を要請 [A]

・午後枝野官房長官,原子力損害賠
償法の免責条項が福島第1原発事
故に適用される可能性について
「安易に免責等の措置がとられる
ことは経緯と社会状況からあり
えない」 [NK]

・海江田経産相, 福島第1原発での
作業員の被曝について,作業中に
放射線チェックを行う作業員が
同行しなかったのは「大きな基本
的なミス」と閣議後の会見でコメ
ント [A]

・防衛省, 陸上自営隊のヘリコプ
ターから撮影した福島第1原発の
映像を公開 [A]

・東電の試算では, 福島第1原発の
発電量をすべて石油火力発電所
で代替した場合の二酸化炭素排
出量は年間2100万トン増。政府
が公表 [A]

・格付け投資情報センター(R&I),
東電の発行体格付けを2段階引き
下げ「ダブルAマイナス」に [NK]

05:00 陸自:第9師団が陸前高田市, 大船渡市, 釜石
等で救護,給水,給食,物資輸送,入浴支援等を開
始 [SDF]

06:00陸自:第13旅団が相馬市役所にて給食支援を
開始 [SDF]

06:30陸自:第13旅団が須賀川市役所にて給食支援
を,いわき市内にて給水支援を開始 [SDF]

06:54原子力:CH-47(サーモグラフィ・放射線測定
機搭載)×1機による福島第1原発上空モニタリン
グ開始(07時26分終了) [SDF]

07:20海自:「ちよだ」が寄磯地区の被災者に牛乳
300本を搬送 [SDF]

07:38 陸自:第13旅団が新地町で給食支援を開
始 [SDF]

07:42空自:第2輸送航空隊C-1×1機が救援物資(日
用品)を入間から松島へ空輸 [SDF]

08:00海自:「くにさき」が渡波漁港の被災者に主
食缶詰144個,副食缶詰240個を提供 [SDF]

08:00陸自:第13旅団が郷ヶ丘小及び中央台南中で
給水支援を開始 [SDF]

08:01 陸自:第14旅団が雄勝町にて入浴支援を開
始 [SDF]

08:09空自:第2輸送航空隊C-1×1機が救援物資(パ
ン等)を名古屋から松島まで空輸 [SDF]

08:16空自:第2輸送航空隊C-1×1機が救援物資(医
薬品)を美保から松島まで空輸 [SDF]

08:29空自:第2輸送航空隊C-1×1機が救援物資(医
薬品)を美保から松島まで空輸 [SDF]

08:29 陸自:東北方ヘリ隊が石巻市へ救援物資(食
料・日用品)を空輸 [SDF]

08:51空自:第2輸送航空隊C-1×1機が救援物資(燃
料)を千歳から三沢まで空輸 [SDF]

08:58 陸自:第13旅団が新地町で給水支援を開
始 [SDF]

09:00陸自:第13旅団が大迎公会堂にて給水支援を
開始 [SDF]

09:02空自:入間ヘリCH-47×1機が救援物資(食料)
を三沢から加茂まで空輸 [SDF]

09:04空自:入間ヘリCH-47×1機が救援物資(燃料)
を三沢から加茂まで空輸 [SDF]

09:05原子力:偵察航空隊RF-4E×1機が福島第1原
発の航空偵察のため百里を離陸(09時38分百里着
陸) [SDF]

09:11海自:「にちなん」が大須小学校の被災者に
対し軽油1782Lを搬送 [SDF]

09:16原子力:偵察航空隊RF-4E×1機が福島第1原
発の航空偵察のため百里を離陸(09時59分百里着
陸) [SDF]

09:20 海自:「ちよだ」が泊地区の被災者に米
55kg, 副食缶詰500食, ガソリン90L, 乾電池(単
1)50個, 乾電池(単2)26個, 軍手100組, さらし3反
を搬送 [SDF]

09:26空自:第1輸送航空隊C-1×1機が救援物資(食
料)を名古屋から松島まで空輸 [SDF]

09:57海自:「まきしま」が長磯七半沢地区の被災
者に非常用糧食264個,ウィンナー240缶,オレン
ジスプレット192本,たくあん缶144個,乾パン64
袋,清涼飲料水200本,飲料水(2L)18本,さんま蒲
焼120個,パイン缶24個を搬送 [SDF]

10:16海自:「ひゅうが」搭載ヘリ,「ひゅうが」と
名足小学校間で米医療チーム4名・医官等3名を
輸送。医療支援も実施 [SDF]

10:26 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(食料)を名古屋から花巻まで空輸 [SDF]

12:00時点 NTT東日本が福島・宮城・岩
手・青森・山形・秋田・茨城・栃木・群
馬・千葉・埼玉・神奈川・新潟・東京・
長野・山梨の各都県で設置した特設公
衆電話は計2,321台 [W: NTT東日本]

13:30頃 JX日鉱日石エネルギー, 根岸製
油所で生産開始と鹿島製油所の海上受
入再開により, 関東地区のENEOS SS
へ震災前並の供給が可能な体制に復
旧 [W: JX日鉱日石エネルギー]

・福島交通・宮城交通,仙台-新地・相馬
間でバス運行再開 [W:国交省]

・はらまち旅行, JR常磐線代替バス(相
馬-仙台)を運行開始 [W:国交省]

・三井商船フェリー,大洗港を東京港に
変更し東京-苫小牧航路を貨物船とし
て運航再開 [W:三井商船フェリー]

・東電, 今夏に約850万キロワットの供
給不足が生じるとの見通しを発表 [NK]

・午前 電力需給緊急対策本部, 夏場に
ピーク迎える首都圏の電力需要を抑え
るための対応策を4月末までに作る方
針を決定 [NK]

・経産省,夏の電力不足対策として,企業
に夏休みの分散化を要請する方針を固
めたとの報道 [A]

・日本ガス協会,都市ガス供給の止まっ
ている仙台市などに派遣する復旧支援
要員を倍増すると発表 [NK]

・塩釜ガス,供給区域の一部(150戸)が復
旧完了 [W:日本ガス協会]

・JR貨物,横浜と福島県郡山駅を結ぶ石
油専用列車の運行を開始。日本海側の
新潟貨物ターミナル駅を経由し磐越西
線で運ぶ [NK]

・経産省, 6月10日まで,液化石油ガス容
器の外面に容器所有者の氏名等の表示
を義務付ける高圧ガス保安法の現行規
定によらない,簡便な方法を容認 [W:内

閣府]

・NTTグループ, 青森・秋田・栃木・群
馬・新潟の各県内のカフェ・ファース
トフード・ホテルなどで提供する公衆
無線LANエリアの無料開放を開始 [W:

NTTグループ]

・文科省,復旧工事に係る埋蔵文化財に
関する文化財保護法の規定の適用につ
いて通知。弾力的な運用及び対象とな
る復旧工事の範囲は文化庁から関係都
道府県教育委員会に通知 [W:内閣府]

・文科省,災害復旧事業に係る文化財保
護法第125条及び第168条の規定の適
用について通知。史跡名勝天然記念物
の指定に係る土地での災害復旧事業
は, 文化庁長官の許可を要しない「非
常災害のために必要な応急措置を執る
場合」に該当。具体的範囲は文化庁か
ら通知 [W:内閣府]

09:00水戸市の老舗納豆メーカーだるま
食品,出荷を再開 [A]

17:00前 住友金属工業, 鹿島製鉄所敷地
内にある石炭火力発電所の稼働を再
開 [A]

・あすか製薬,被災し生産を休止してい
たいわき工場で再開のめど。4月中旬
にも販売再開の見通しとの報道。甲状
腺機能低下症のホルモン補充薬を作っ
ていた [A]

・カーナビメーカーのアルパイン(東京
都品川区),福島県いわき市とその周辺
の4工場を3月28日から操業再開する
方針を表明 [A]

・キリンビール, 取手工場(茨城県取手
市)が一部再開 [A]

・自動車部品を製造する日立オートモ
ティブシステムズ, 佐和事業所(茨城)
と福島事業所(福島)で生産再開 [NK]

・乗用車8社と商用車4社の3月25日時点
のまとめによると, 東日本大震災によ
る減算相当分は約38万5000台。年間
生産台数の5% [NK]

・積水ハウスや大和ハウス工業など住宅
大手メーカー, 5月末までに仮設住宅1
万戸供給を目指し, 資材調達や生産体
制の整備に着手との報道 [NK]

・ニチレイ,東日本大震災の影響を受け
た伊藤忠商事子会社の中堅冷凍食品
メーカー:ヤヨイ食品を支援すると正
式発表 [NK]

・日本製紙グループ, 2011年3月期の期
末配当予想を未定にすると発表 [NK]

・日本たばこ産業,タバコ全銘柄の出荷
を3月30日から4月10日まで全国で停
止すると発表 [A]

・ホンダ,対米輸出自動車について,米国
の販売店に対する受注手続きを一時的
に取りやめたことが判明 [A]

・マツダ,対米輸出自動車について,米国
の販売店に対する受注手続きを一時的
に取りやめたことが判明 [A]

・ルネサスエレクトロニクス,那珂工場
(茨城)で7月から量産再開の見通しと
発表 [NK]

‐国内の自動車メーカー,政府による電
力需要抑制に先んじて, 業界全体での
生産調整による操業時間の分散化を検
討 [A]

・スーパー大手のイオン,震災による損
失を300億円弱とする見込みを表明 [A]

・ユニクロのインターネット通販,宮城・
岩手・福島の3県で再開 [NK]

・ヤマト運輸,岩手・宮城・福島3県で配
達員による集配を再開。一部地域を除
き全国の集配網が復旧 [NK]

・みずほ銀行,震災による義援金振り込
みの集中がシステム障害のきっかけで
あったことを正式に認める。現金振り
込みはすべて処理, システム復旧にめ
ど [A]

・岡三オンライン証券,決済で18億円の
不足金が出たと発表。東日本大震災後
の株価急落のため [NK]

・日本地震工学会・日本建築学会・地
盤工学会・日本機械学会・土木学会
の5学会からなる「東北地方太平洋
沖地震被害調査連絡会」,第1回連絡
会を開催 [W:土木学会]

・日本建築学会東北支部,「東北地方
太平洋沖地震災害調査速報(6)」を
発表 [建築雑誌; No.1622]

・日本建築家協会,宮城県より「応急
危険度判定」・「住宅・住家被害度調
査」・「住宅相談」等の依頼を受け,
会員に協力を依頼 [W:日本建築家協会]

・日本都市計画学会, 東北地方太平
洋沖地震復興支援に関する「提言」
を会員から受付。3月29日正午ま
で [W:日本都市計画学会]

・再開発コーディネーター協会,大震
災等支援本部員会議を開催 [W: 再開

発コーディネーター協会]

・日本技術士会機械部会,震災対応プ
ロジェクトチーム発足 [W: 日本技術

士会]

・日本弁護士連合会,「東北地方太平
洋沖地震による福島第一原子力発
電所の事故に関する会長声明」を発
表 [W:日本弁護士連合会]

・日本小児科学会・日本周産期・新生
児医学会・日本未熟児新生児学会の
共同見解「食品衛生法に基づく乳
児の飲用に関する暫定的な指標値
100Bq/キログラムを超過する濃度
の放射性ヨウ素が測定された水道水
摂取」, 日本学術会議のホームペー
ジに掲載 [W:日本学術会議]

・日本栄養士会, 3月25日よりホーム
ページ上で災害支援管理栄養士・栄
養士の登録を可能に [W:日本栄養士会]

‐「学校心理士」認定運営機構,ホー
ムページ上に「東日本大震災支援
ページ」を作成, アメリカ学校心理
士会のマニュアル等も掲載 [W: 学校

心理士認定運営機構]

・国立感染症研究所感染症情報セン
ター, 被災地・避難所における予防
対策にむけ, 「被災地におけるレジ
オネラ症について」を発表 [W:国立感

染症研究所]

・宇宙航空研究開発機構,原子力安全
技術センターと協力して実験用航空
機(Queen Air/ビーチクラフト式65
型)を用いた福島第1原発周辺上空の
放射線量計測を実施。4月4日まで
に計5回 [W:宇宙航空研究開発機構]

・防災科学技術研究所, 「東北地方
太平洋沖地震について(速報)」を発
表 [W:防災科学技術研究所]

・日本学術会議,第2・3回東日本大震
災対策委員会を開催 [W:日本学術会議]

・日本学術会議の東日本大震災対策
委員会, 東日本大震災に対する第一
次緊急提言 [W:日本学術会議]
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・NPO法人多文化共生マ
ネージャー全国協議会,
災害情報を9か国語に翻
訳してWPで紹介との報
道 [NK]

・NPO犬猫みなしご救援隊,
3月13日以降仙台市から
飼い主のわからない犬猫
計5匹を連れ帰るとの報
道 [A]

・「宗教者災害救援ネット
ワーク」(フェイスブック)
が開設,との報道。宗教団
体や宗教者が被災者支援
のために個別に発信して
いる情報をとりまとめ [A]

・せたがや災害ボランティ
アセンター,被災現地の調
査を実施。仙台市・石巻
市・女川町の中間支援拠
点やボランティア拠点を
訪問 [B: せたがや災害ボラン

ティアセンター]

・盛岡市災害ボランティア
センター開設 [B:全社協被災

地支援・災害ボランティア情報]

・福島県内の原子炉の廃炉
を求める「ハイロアクショ
ン福島原発40年実行委員
会」,「県内の原子炉10基
を廃炉に」などとする緊
急声明を発表 [FP]

・全労連,政府に対して「東
日本大震災に関する当面
の緊急要望」を提出 [W:全

労連]

・連合福島, 相馬市災害ボ
ランティアセンターに向
け「災害ボランティア派
遣チーム」を派遣 [W:連合]

17時 連合本部, 厚労省にて
細川厚労相及び小林政務
官に,東北地方太平洋沖地
震への緊急対策を要請 [W:

連合]

・連合, 対策救援本部会議
にて, 災害対策救援に関
わる一連の取り組みで
統一的に使用するキャッ
チフレーズ「つながろう
NIPPON」およびロゴを決
定 [W:連合]

・連合, 救援ボランティア
相馬先行部隊を派遣。5
名×4週間。電力総連が参
加 [W:連合]

09:40 海江田経産相が記者
会見。点検中の原発が運
転再開する際の安全指針
を週明けに出す方針。九
州電力が24日に玄海原発
2・3号機(佐賀県玄海町)の
運転再開延期を決めたこ
とをうけて [A]

・文科省,第1原発から北西
約30キロ地点で, 24時間
累積放射線量が最大約1.4
ミリシーベルト(日本人
の人工被曝限度を超える
放射線量)と発表 [メルトダ

ウン]

・原子力災害現地対策本部,
福島県川俣町で子供を対
象に行った甲状腺の被爆
状況調査の結果を発表。
「問題となるレベルではな
い」 [A]

・午前東日本の大気中放射
線量,平常値よりも高い観
測結果。全体としては雨
が上がったことから低下
傾向 [A]

・東京都の金町浄水場,放射
性物質の濃度は, 3月25日
も乳児の飲み水に関する
国の基準(1リットル当た
り100ベクレル)を下回る
との発表 [A]

・未明 栃木県, 宇都宮市の
県保健環境センターで3月
24日採取の水道水から乳
児向け暫定規制値を超え
る1キログラム当たり108
ベクレルの放射性ヨウ素
検出と発表 [NK]

・厚労省,茨城・栃木・群馬
の3県に対し, 農作物の放
射性物質検査を行う際に
地域や品目に偏りなく実
施するよう通知 [A]

・鹿野農水相,福島県産ホウ
レンソウなど出荷停止を
指示した以外の農産物に
ついても風評や作付けで
きないといった被害が出
た場合,原子力損害賠償法
に基づく保証の対象とす
る方針を明らかに [A]

・鹿野農水相,福島第1原発
事故で出荷できない農家
について,当面の経営を支
えるつなぎ資金の提供を
検討し始めたと表明 [NK]

・民主党の農林水産部門会
議,出荷停止の指示を受け
た農家に一時金を支給す
るよう政府に求める緊急
提言をとりまとめ [A]

15:00 東京都の松坂屋上野
店で, 横綱白鵬や大関魁
皇, 高見盛ら5人の関取が
被災者支援の募金活動。
午後6時までの3時間, 募
金に約500人の列がつづ
く [A]

15:40 福島県双葉町民らが
避難するさいたまスー
パーアリーナから, 小学
生54人がバスで浦和レッ
ズのグラウンドへ。レッ
ズの選手たちとサッカー
や大縄跳びなど楽しむ [A]

22:00 元ビートルズのポー
ル・マッカートニー,朝日
新聞への電子メールで被
災者への支援メッセージ
を送信 [A]

24:00 NHK, 総合テレビの
インターネット上のラ
イブストリーミングを終
了 [W: NHK]

・政府, 4月22日予定のみど
りの式典取りやめを発
表 [NK]

・社会人野球を統括する日
本野球連盟,臨時理事会を
開催。8月26日開幕予定
だった都市対抗大会を秋
に延期し, 10月29日開幕
の日本選手権を中止する
ことを決定 [A]

・Jリーグ,節電対策として5
月も4月同様に東北電力・
東京電力管内の開催試合
でナイターを行わないと
発表 [NK]

・サッカーJ1名古屋,延期と
なっていたACL・F組のア
ルアイン戦を瑞穂陸上競
技場(名古屋市)で4月12日
に開催と決定 [NK]

・東日本大震災のためシー
ズンを打ち切ったバス
ケットボール男子の日本
リーグ,今期は優勝チーム
なしと発表 [NK]

・キャノン, 3月25日に予定
していたデジタル一眼レ
フカメラ「EOS Kiss X50」
の発売を29日に延期 [A]

・パナソニック, 3月25日に
東京都内のホテルで開く
予定だったスチームオー
ブンレンジと炊飯器の新
製品発表会を延期 [A]

・米アップル, 3月25日に予
定していた「iPad2」の日
本発売を延期 [A]

・サッカー日本代表アルベ
ルト・ザッけロー二監督,
3月29日の親善試合に向
けて再来日 [NS]

13:40 福島県災害対策本部で石原都知事が取材に応じる。
「天罰発言」について福島県民に罪はあったのかと問われ
「いや,ありません。日本全体のあれですね,責任だと思い
ます」 [A]

18:00千葉県流山市の浄水場の水から,乳児の飲用基準を超
える放射性物質を検出 [A]

19:00時点茨城県内の放射線量は,北茨城市が毎時0.998マイ
クロシーベルト, 高萩市が1.400マイクロシーベルト,大子
町が0.156マイクロシーベルト [I]

・東電, 計画停電の区分けをさらに細分化。現行の5グルー
プをさらにそれぞれ5つに分割 [A]

・東電, 18時20分からの第2グループ以外は停電の実施を見
送ると発表。第2グループについては正午ごろまでに判
断 [A]

・日赤血液事業本部によると,計画停電の影響で東電管内の
献血ルーム45カ所のうち26カ所で受付時間の短縮や一時
閉鎖,との報道 [NK]

・広尾ガーデンヒルズ(東京都),全15棟の玄関ホールに2台ず
つ設置のエアコンを節電協力のため一斉停止したとの報
道 [NK]

・帝国データバンク(東京都),社員寮のエレベーターを節電
協力のため休止 [NK]

・東京都の金町浄水場,放射性物質の濃度は, 3月25日も乳児
の飲み水に関する国の基準(1リットル当たり100ベクレル)
を下回るとの発表 [A]

・東京都渋谷区と災害時相互応援協定を結ぶ長野県飯田市,
同区に約5トンの飲料水を支援。31カ所の保育園などで利
用開始 [A]

・東京都,東日本大震災で死亡した人の遺体約5000体を瑞江
葬儀場(江戸川区)で火葬すると発表 [NK]

・東京都杉並区, 群馬県東吾妻町の避難所に教員3人と保健
師2人を派遣 [A]

・東京都調布市の市立調布中学校の生徒,避難所となってい
る味の素スタジアムで紙芝居や絵本の読み聞かせ [A]

・避難所が設置されているとどろきアリーナ(川崎市中原区)
で, JAセレサ川崎の組合員らが市内産の野菜などを使った
炊き出しを行う [KS]

・川崎大師平間寺の太田代運眞執事長ら,神奈川新聞社川崎
総局を訪れ,東日本大震災救援金として1022万8137円を神
奈川新聞厚生文化事業団に寄託 [KS]

・神奈川県逗子市と市観光協会, 8月25日に予定していた第
54回逗子海岸花火大会の開催を中止すると発表 [KS]

・埼玉県,中央防災基地と熊谷スポーツ文化公園で受け付け
ていた救援物資について, 3月28日から個人,団体ともに募
集を一時中止すると発表 [S]

・東武鉄道,避難者支援として,東武動物公園・東武博物館・
東武ワールドスクウェアの3施設で小学生以下を入場無料
にすると発表 [S]

・プロ野球埼玉西武ライオンズ選手会,所沢駅などで実施し
た救援募金が2300万円に達したと発表。日本赤十字社埼
玉県支部を通じて被災者に贈られる [A]

・千葉県,東日本大震災で被害を受けた中小企業向けに金利
を下げた融資制度を開始したとの報道 [NK]

・千葉県, 旭市と多古町で収穫した春菊等6品目の葉物野菜
から暫定規制値を超える放射性ヨウ素を検出と発表 [NK]

・茨城県の橋本知事は, 鹿野道彦農水相に対し, 風評被害へ
の対策を要望 [S]

・茨城県つくばみらい市, 震災被害が大きかった北茨城市
に飲料水約2760リットルを,高萩市に約1300リットルを送
る [S]

・茨城県筑西市の若手商工業者ら,義捐金を目的とする白い
リストバンドの販売活動を開始。活動名は「茨城はらんべ
プロジェクト」 [I]

13:00頃 福島第1原発事故に伴い避難指示
が出された南相馬市小高区の70代の女
性,市による安否確認の網から漏れ,自宅
で死亡していたことが判明 [A]

13:00から 相馬郡医師会, 南相馬市鹿島区
の鹿島厚生病院内に仮設診療所を設けて
診療を開始 [FP]

・原子力災害現地対策本部, 福島県川俣町
で子供を対象に行った甲状腺の被爆状況
調査の結果を発表。「問題となるレベル
ではない」 [A]

・福島県災害対策本部, 県内の全農家に田
植えや種まきなどの農作業を当面延期す
るように求めた [A]

・文科省, 南相馬市と飯舘村の境界付近で
1日の放射線量が1.4ミリシーベルトを計
測したと発表 [FP]

・枝野官房長官, 福島第1原発から半径20
～30キロ圏内に自主避難を促す方針を表
明 [FP]

・屋内退避圏内の住民に事実上避難を促し
た政府の対応に, 圏内自治体の首長から
批判の声。「地元の判断に任せるようで
あいまいな指示」 [FP]

・屋内退避対象地域となっている南相馬市,
避難を(当初見込んだ1000人のうち)希望
する市民152人について,群馬県草津町に
移動させる [FP]

・富岡町,約20ヵ所の避難所に避難してい
る町民を郡山市のビッグパレットふく
しまと三春町, 大玉村の3ヵ所に集約す
る [FP]

・福島県から新潟県への避難した100人を
対象としたアンケートによると, 9割が
「早く地元に帰りたい」と回答 [FP]

・新地町では, 3月25日から総合公園陸上競
技場に111戸の仮設住宅を建設 [FP]

・東電, 原発立地地域の住民の避難所支援
を開始。さいたま市に災対本部を置く双
葉町を除く双葉郡7町村の各対策本部に5
人一組の社員を派遣 [FP]

・ヨークベニマル(本社・郡山市),福島第1
原発から30キロ圏内の6店舗を除き,被災
地域内にある県内全店舗の今月中の営業
再開を目指している [FP]

・相馬市のフレスコ菊池, 営業している相
馬店を活用してもらうため, 3月25日から
1日3回, 南相馬市の鹿島店と相馬市の相
馬店を結ぶバスを運行 [FP]

・福島県, 中小企業向け「県震災対策特別
資金」を創設 [FP]

‐震災2週間後, 長期化する避難所生活で
被災者自らがまとめ役として活躍したり,
子ども用の遊び部屋を設けるなど自律的
なコミュニティが生まれている [FP]

・南相馬値原町区の太田・大甕両地区の住
民有志,「太田・大甕ボランティア支援組
織」を発足。3月25日から防犯パトロー
ル等に従事 [FP]

・福島県内の原子炉の廃炉を求める「ハイ
ロアクション福島原発40年実行委員会」,
「県内の原子炉10基を廃炉に」などとす
る緊急声明を発表 [FP]

21:00警察庁によると,宮城県
内の死者は6097人。6000人
超える [K]

・宮城県,厚労省から検査を求
められ,県内で生産される葉
物の野菜や水道水と原乳を
対象に,放射性物質の検査を
開始。いずれも基準値を大
幅に下回る [A]

・宮城県の小林伸一教育長,新
年度の教職員人事異動を従
来通り4月1日付で実施する
方針を提示。県議会や教育
現場からは「異動できる状
況ではない」と反発の声 [K]

・仙台市の奥山市長,若林区荒
浜や宮城野区岡田地区など
の農地や農業用排水設備を
視察 [K]

・仙台市の「災害多言語支援
センター」では, 3月25日時
点で1日あたり10～20件の
相談 [NK]

・神戸市危機管理室の職員2
人,仙台市職員約80人を対象
に研究会を開催。阪神・淡
路大震災での復興計画の経
験を伝える [K]

・村井県知事, 気仙沼市を視
察。市内3カ所の避難所を
訪問するとともに, 臨時FM
放送局を通じて被災者を激
励 [K]

・北海道伊達市,姉妹都市の宮
城県山元町に向け, 市職員6
人と北海道職員3人の第2次
派遣団が出発 [K]

・南三陸町の佐藤町長,宮城県
教育委員会の定期人事異動
をめぐり異動凍結を求める
要請書を県議会に対し提出
していたことが判明 [K]

・三井物産など,宮城県の要請
をうけ, 南三陸町の6避難所
に太陽光発電した電気を充
電池にためられるランタン
4000個を提供 [NK]

・登米市迫町の日帰り温泉「長
沼温泉ヴィーナスの湯」,南
三陸町の避難者に送迎付き
で入浴施設を開放するサー
ビスを開始 [K]

・バイオ燃料製造の第3セク
ター「バイオソリッドエナ
ジー」,宮城県の要請をうけ,
下水の汚泥を固形化した燃
料を使うボイラーを提供と
の報道 [NK]

・東日本大震災で企業が被災
した影響で,従業員の解雇に
関する相談が青森・岩手・宮
城・福島4県のハローワーク
で急増。各労働局の集計で
は3月25日時点で計378件 [K]

14:00 岩手県災害対策本部の
3月25日午後2時時点の集計
では,県内の死者は3056人と
3000人超え。4878人が依然,
行方不明 [W:岩手日報]

・岩手県では,内陸部への移送
を希望した避難住民が, 460
人に上るとの報道 [IN]

・海上保安庁,潜水による行方
不明者の捜索を釜石市・宮
古市から大槌町・陸前高田
市の漁港付近に拡大との報
道 [IN]

・岩手県沿岸部の避難所では,
3月25日までに, 約1000台の
ソーラー充電器の設置が完
了 [NK]

・岩手県内で最も早く仮設住
宅の建設の始まった陸前高
田市で,入居のための説明会
が開催 [K]

・釜石市, 遺体の土葬を開始。
大鎚町も身元不明の遺体と
引き取り手のない遺体を土
葬することを決定 [NK]

・大槌町の山林火災,鎮火した
模様。現場は陸路でのアク
セスが非常に困難 [W:国交省]

・国道45号(陸前高田市高田地
区,沼田跨線橋梁)では,盛土
や仮設道路の設置で2車線
交通路を確保。また国道45
号(川原川橋)では, 応急組立
橋の架橋で国道340号線と連
結する片側交互交通路を確
保 [W:東北地方整備局]

・東日本大震災の津波による
浸水地帯の全体像が国土地
理院の航空写真分析で判明
し, 岩手県の浸水面積は東
京ドーム1048個分にあたる
約49平方キロメートル(速報
値),との報道 [W:岩手日報]

・米ガイトナー財務長官,東日
本大震災は景気回復の妨げ
にはならないとの認識を表
明 [NK]

・アメリカ:ガイトナー財務長
官,東日本大震災は景気回復
の妨げにはならないとの認
識を表明 [NK]

・アメリカ:カリフォルニア
州政府, 3月25日までに最大
マグニチュード9.0を想定
し, 津波襲来に備える防災
マップの包括改訂作業に着
手 [NK]

・韓国:政府, 日本政府が出荷
停止を指示した食品の輸
入を暫定的に停止すると発
表 [NK]

・台湾:福島・茨城産の野菜か
ら放射能物質が検出された
ことをうけて,行政院衛生署
は,福島・茨城・栃木・群馬・
千葉からの生鮮食品の輸入
を即時禁止 [LT]

・中国:国家品質監督検査検疫
総局, 3月23日に中国江蘇省
無錫市の空港に到着した日
本人2人から基準値を超え
る放射線量を検出したと発
表 [NK]

・中国:人民日報海外版に海諾
の「仙台を回想する」が掲
載 [RJ]

・中国:福島第1原発事故への
不安から,国家品質管理監督
総局が各地の検査検疫機構
に港湾における放射性物質
の観測を強化するよう指示
したとの報道 [RJ]

・ドイツ:水産研究家のUlrich
Rieth によれば水産物は汚
染の可能性が低いとのこ
と [BZ]

・EU:加盟諸国における原発
143基で検査を執り行うこと
を確定 [BZ]

・国 連 の 潘 基 文 事 務 総
長, 福島第1原発事故をう
けてIAEA(国際原子力機
関), UNDP(国連開発計画),
CTBTO(包括的核実験禁止
機構準備委員会), WMO(世
界気象機関)の代表たちとビ
デオ会議で協議。原子力の
安全のための国際的な体制
を強化する必要に言及 [W:外

務省]

Fri.
25

Mar.

3月
25日
(金)
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全般 国/政治経済 原発/東電 自衛隊 米軍/米国 基礎的インフラ 生活/生産の基盤 学界/専門家組織

Fri.
25

Mar.

3月
25日
(金)

10:43空自:第3輸送航空隊C-1×1機が救援物資(食
料)を名古屋から福岡まで空輸 [SDF]

10:47海自:第61航空隊のYS-11Mが生活物資2.5ト
ンを厚木から八戸に搬送 [SDF]

10:51空自:第3輸送航空隊C-1×1機が救援物資(医
薬品,食料)を千歳から松島まで空輸 [SDF]

11:00 原子力:第7航空団T-4×1機が集じん飛行の
ため百里を離陸(11時51分百里着陸) [SDF]

11:00 陸自:第5旅団が鹿妻小学校にて入浴支援を
開始 [SDF]

11:21空自:入間ヘリCH-47×1機が救援物資(燃料,
食料,日用品)を松島から網地島に空輸 [SDF]

11:23空自:第3輸送航空隊C-1×1機が救援物資(医
薬品)を美保から松島まで空輸 [SDF]

11:25陸自:東北方面後方支援隊が宮城野区及び若
林区に救援物資を輸送 [SDF]

11:29原子力:偵察航空隊RF-4E×1機が福島第1原
発の航空偵察のため百里を離陸(12時44分百里着
陸) [SDF]

11:35 原子力:偵察航空隊RF-4E×1機が航空偵察
のため百里を離陸(12時41分着陸) [SDF]

11:57陸自:東北方面後方支援隊が若林区及び宮城
野区に燃料巡回配布を開始 [SDF]

12:55 海自:「ちよだ」が寄磯地区の被災者に米
35kg, 食器150個, アルミホイル20本, ラップ14
本,選択用洗剤10袋,スリッパ6足を搬送 [SDF]

13:00 陸自:第5旅団が湊小学校において給食支援
を開始。第13旅団は湯本高校及び藤原小学校に
おいて給水支援を開始 [SDF]

13:13 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(パン・日用品)を名古屋から松島まで空輸 [SDF]

13:48空自:第3輸送航空隊C-1×1機が救援物資(医
薬品)を美保から松島まで空輸 [SDF]

13:53海自:「くらま」搭載ヘリが寒風沢島の被災
者に水(20L)14個を提供 [SDF]

13:55空自:第3輸送航空隊C-1×1機が救援物資(日
用品)を千歳から松島まで空輸 [SDF]

14:08 空自:第3輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(水,パン,日用品)を福岡から松島まで空輸 [SDF]

14:10海自:「くらま」搭載ヘリが野々島の被災者
に水(20L)7個を提供。「ひゅうが」搭載ヘリは
「ひゅうが」と志津川小学校間で米医療チーム4
名・医官等3名の輸送と医療支援を実施。「あし
がら」から「さわぎり」搭載のヘリは桂島の被
災者に缶詰1200個を提供 [SDF]

14:27海自:「くらま」搭載ヘリが桂島の被災者に
水(20L)9個を提供 [SDF]

14:55 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(水,パン,日用品)を福岡から松島まで空輸 [SDF]

15:01空自:第1輸送航空隊C-1×1機が救援物資(毛
布,食料)を千歳から松島まで空輸 [SDF]

15:12 原子力:第7航空団T-4×1機が集じん飛行の
ため百里を離陸(16時18分百里着陸) [SDF]

15:26海自:「ひゅうが」,「はるさめ」及び「たか
なみ」搭載ヘリ,気仙沼市大島ふれあい公園の被
災者に灯油(ドラム缶26本)を搬送 [SDF]

15:27 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(水,パン,日用品)を福岡から松島まで空輸 [SDF]

・岩手県盛岡市・宮城県仙台市・福島県
郡山市・相馬市の5つの手形交換所, 25
日から休業している交換所の業務を肩
代わり [NK]

・経済同友会,「震災復興プロジェクト・
チーム」(委員長は木村恵司三菱地所
社長)を設置 [NK]

・内閣府,被災者生活再建支援法を長野
県十日町市, 津南町に適用(適用日は3
月12日) [W:内閣府]

・厚労省,被災者が就職活動する場合の
費用を支給すると発表 [NK]

・厚労省,日本歯科医師会等に歯科医療
従事者の派遣について協力依頼 [W: 厚

労省]

‐厚労省,被災世帯に対する当面の生活
資金として上限10万円を貸し付ける特
例措置を3月25日までに決定。社会福
祉協議会が実施する「生活福祉資金貸
付」を拡大 [K]

・総務省,東日本大震災のため, 2月の完
全失業率の推計に岩手・宮城・福島3
県のデータを反映できないと発表 [NK]

・総務省,震災により本人確認が困難な
場合の携帯電話契約の本人確認方法の
特例について,省令を制定 [W:内閣府]

・中小企業庁,東日本大震災の影響を受
けた中小企業へ官公需の発注を増やす
よう各省庁・都道府県などに要請 [NK]

・財務省,被災した酒類販売場等に係る
免許手続等の弾力的な取扱いについて
通達 [W:内閣府]

・財務省,被災者の本人確認方法の特例
について, 省令を公布・施行。本人確
認書類を消失し通常の方法での本人確
認が困難な場合, 当分の間は被災者の
申告する方法で本人確認が可能に [W:

内閣府]

・経産省,化学物質審査規制法上の確認
書を得ている事業所が被災等により操
業ができない場合や書類を紛失した場
合等の対応について, 可能な限り迅速
に対応する旨を周知 [W:内閣府]

・消費者庁, 容器入り飲料水(ミネラル
ウォーター類)に係る食品衛生法の運
用について通達。表示に関する義務を
緩和 [W:内閣府]

・消費者庁・農水省,容器入り飲料水(ミ
ネラルウォーター類)に係るJAS法の運
用について通達。表示に関する義務を
緩和 [W:内閣府]

・国交省,津波等の被害により紛失又は
使用不能となった車両の永久抹消登録
申請時に必要な情報・書面等がない場
合の代替措置について通達 [W:内閣府]

・環境省,横浜や川崎・さいたま・前橋・
千葉・柏などの各市にゴミ収集車と職
員派遣を要請との報道 [NK]

・環境省,倒壊家屋等の撤去等に緊急に
対処するため, 私有地の立ち入り等に
ついて指針を通知 [W:内閣府]

・東京外国語大学多言語・多文化教育
研究センター, 「多言語災害情報支
援サイト」を立ち上げ [W:東京外国語

大学多言語・多文化教育研究センター]

Disaster, Infrastructure and Society : Learning from the 2011 Earthquake in Japan No.1 2011

106 (94)



市民社会 原発事故の影響 文化/風俗/メディア 東京圏/計画停電 福島県 宮城県 岩手県 海外動向

・福島県, 県内の全農家に
農作業の延期を要請。放
射性物質の拡散を防ぐた
め [A]

・宮城県,厚労省から検査を
求められ,県内で生産され
る葉物の野菜や水道水と
原乳を対象に,放射性物質
の検査を開始。いずれも
基準値を大幅に下回る [A]

・茨城県,鉾田市・行方市内
5カ所のミズナを検査した
結果,検出された放射性物
質が暫定規制値を下回っ
たと発表 [NK]

・千葉県,旭市と多古町で収
穫した春菊等6品目の葉物
野菜から暫定規制値を超
える放射性ヨウ素を検出
と発表 [NK]

・国交省, JR那須塩原駅前
から郡山市へタクシーで
向かおうとした乗客が放
射性物質汚染を理由に乗
車拒否された件で, 業界
団体に是正指導したと判
明 [NK]

・佐賀県の唐津市議会,玄海
原発のヨウ素漏れで原因
究明の請願を採択へ。伊
万里市議会も同様の意見
書を全会一致で可決 [佐賀

新聞]

・日本原子力発電,福島第1
原発事故を受けて,敦賀原
発1・2号機の地震・津波
対策として200億円規模
の追加投資をする方針を
提示 [NK]

・三井住友銀行,被災した東
北地方と茨城県にある大
学の学生を対象に,通常の
採用活動とは別に7～8月
に「夏採用」を実施する
ことを発表との報道 [A]

・人事院, 2011年度の国家
公務員試験I種・II種試験
で,震災の被災者について
受験受け付けの1週間延長
を認めると発表 [A]

・ハウステンボス(長崎県佐
世保市),震災発生後,園内
ホテルの宿泊予約に1万人
のキャンセルがあったと
発表 [A]

・群馬・栃木のスキー場,東
日本大震災をうけ,冬季営
業の終了を前倒しする動
きが広まっているとの報
道 [NK]

・御料牧場は, 鶏卵約1000
個,豚肉やソーセージの缶
詰280缶, サツマイモ100
キログラム,鶏肉の薫製な
どを栃木県内の避難所に
提供 [A]

・サッカーJ2のFC東京の選
手ら,ホームの調布市など
の鉄道6駅で, 地元の自治
体などと協力して被災地
支援の寄付を募る [A]

・レッドソックスの松坂
大輔投手, 100万ドル(約
8100万円)を寄付したと発
表。被災者支援が目的で
球団基金から日本赤十字
社へ送られる [A]

・チャリティーアルバム
「ソングス・フォー・ジャ
パン」, 世界で同時発売。
被災地支援のために世界
を代表するアーティスト
38組が参加 [A]

・ロート製薬, 震災による
震災孤児の支援を目的と
する震災復興支援室を新
設。会長・社長・取締役を
含む11人が4月から1年間,
報酬の10%を返上して活
動資金に充てる [A]

・東武鉄道グループ,震災の
影響で内定が取り消され
た大学生や高校生などを
対象に, 正社員65人募集
すると発表 [A]

・AKB48プロジェクト義援
金, 6億円超え。日本赤十
字社に振り込まれたこと
を公式サイトで発表 [NS]

・栃木県, 宇都宮市の松田新田浄水場から3月24日に供給さ
れた水から, 108ベクレルの放射性ヨウ素が検出されたと
発表 [A]

・東武鉄道グループ,東日本大震災の影響で内定が取り消さ
れた大学生や高校生などを対象に,正社員を65人募集する
と発表 [A]

・那須御用邸(栃木県那須町)の職員宿舎で, 被災者に温泉風
呂を利用してもらうためタオル計約3400枚が25日までに
運び込まれた [A]

・震災発生後2週間経った時点で,福島県内
の文化センター・図書館・文化センター・
美術館など県立の6つの文化施設で再開
の見通し立たず [FP]

・県営の5つの工業用水のうち,小名浜工業
用水と相馬工業用水の被害が大きく, 普
及に相当期間がかかる見通し [FP]

・JR貨物, 3月25日から横浜根岸駅発郡山
駅着の石油列車を運行 [FP]

・相馬市の相馬港に, 国交省九州地方整備
局の支援物資が到着。相馬港に海路で物
資が搬入されたのは震災後初 [FP]

・福島県,津波浸水被害の大きい沿岸部で,
海水の排水作業に着手したことを明らか
に [NK]

・福島交通・会津乗合自動車,会津若松-福
島間でバス運行を再開 [W:国交省]

・石原都知事, 福島県災害対策本部を訪れ
佐藤知事と会談 [A]

Fri.
25

Mar.

3月
25日
(金)
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Fri.
25

Mar.

3月
25日
(金)

15:35海自:「ぶんご」が気仙沼大島小・中学校の
小学生22名, 中学生21名, 保護者5名に対する入
浴支援を実施 [SDF]

15:44空自:第2輸送航空隊C-1×1機が救援物資(食
料)を千歳から松島まで空輸 [SDF]

15:55空自:第2輸送航空隊C-1×1機が救援物資(食
料,日用品)を福島から松島まで空輸 [SDF]

15:59 原子力:偵察航空隊RF-4E×1機が航空偵察
のため百里を離陸(16時37分着陸) [SDF]

16:12 海自:「ちよだ」が寄磯地区の被災者(男性
14名, 女性13名)に入浴支援を実施。またガソ
リン90L, 副食缶詰500食, 軍手100組, 乾電池(単
1)50個, 乾電池(単2)22個, 乾電池(単3)48個を搬
送 [SDF]

16:20海自:機動施設隊が八戸市内道路の災害ごみ
清掃支援を実施 [SDF]

16:35 海自:「くろべ」が仙台塩釜港で被災者43
名に対し入浴支援を実施。タオル48枚, シャン
プー3本,ボディーソープ3本,紙コップ80個を提
供 [SDF]

17:23海自:「くにさき」が石巻港にて被災者に入
浴支援を実施。幼児服5箱,子供服1箱, 男性衣服
2箱,女性衣服1箱,衣類6箱,靴下1箱,毛布1箱,タ
オル256枚,石鹸19個,歯ブラシ2箱を提供 [SDF]

・北沢防衛相,福島第1原発の原子炉冷却のために
米軍から真水の提供を受ける方針を閣議後の会
見で表明 [A]

・文科省,平成23年度学事日程等の取扱
いについて事務連絡。学修時間確保の
方策を大学が講じていれば, 10週又は
15週の期間について弾力的な取り扱い
が可能に [W:内閣府]

・法務省,平成23年東北地方太平洋沖地
震の被害者に対する在留資格に係る許
可及び仮滞在許可の除外事由の適用に
ついて通知 [W:内閣府]

・警察庁,被災者保有車両の駐車の取扱
いについて事務連絡。避難者の保有
車両について, 特例として路上駐車の
許可証を交付することを認める [W: 内

閣府]

・人事院, 2011年度の国家公務員採用I・
II種試験について, 東日本大震災被災
者への特例措置を設けると発表 [NK]

・被災者生活支援特別対策本部,がれき
の処理に関する指針をまとめ各県に通
知。倒壊家屋・車は「無価物」として
撤去可能に [NK]

・与野党, 衆院議院運営委員会で, 現在
使われていない旧衆院高輪議員宿舎を
被災者避難先として活用する方向で合
意 [NK]
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市民社会 原発事故の影響 文化/風俗/メディア 東京圏/計画停電 福島県 宮城県 岩手県 海外動向

・プロ野球埼玉西武ライ
オンズ選手会, 所沢駅な
どで実施した救援募金
が2300万円に達したと発
表。日本赤十字社埼玉県
支部を通じて被災者に贈
られる [A]

・東武鉄道,避難者支援とし
て,東武動物公園・東武博
物館・東武ワールドスク
ウェアの3施設で小学生以
下を入場無料にすると発
表 [S]

・NHKラジオ第一, アンパ
ンマンのマーチが3月16
日から放送されると, 25
日までに125通の反響 [A]

・漫画家の山岸凉子,チェル
ノブイリ原発事故後に原
発の是非を問うた作品「パ
エトーン」を電子書籍の
形で3月25日以来公開 [A]

・ガスボンベ利用した発
電機, 首都圏のホームセ
ンターを中心に売り切
れ [NS]

Fri.
25

Mar.

3月
25日
(金)
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Sat.
26

Mar.

3月
26日
(土)

01:10 茨城県沖を震源とす
る地震, M4.0,同県日立市
で震度3を観測 [Y]

04:30 宮城県沖を震源とす
る地震, M4.2,同県大崎市
で震度3 [Y]

05:52 茨城県沖を震源とす
る地震, M4.2,同県鹿嶋市
などで震度3を観測 [Y]

08:50 岩手県沖を震源とす
る地震, M4.4,宮城県気仙
沼市で震度3 [Y]

10:00 警察庁集計による
と,午前10時時点の避難者
数は17都県で計24万6187
人。宮城県8万6927人, 福
島県8万6308人, 岩手県4
万3728人 [A]

19:18 宮城県沖を震源とす
る地震。M5.1。同県気仙
沼市,岩沼市,石巻市,岩手
県一関市で震度4 [Y]

・被災者数(26日現在)は,
死 亡10,489, 安 否 不 明
19,429,避難243,534。「避
難」は県外からも含め各
都道県内の避難所にいる
人の総数。朝日新聞まと
めによる [A]

・青森から茨城の太平洋
沿岸で津波に流された漂
流船が247隻 [3・11東日本大

震災]

・政府,首相官邸で東日本大
震災に関する各府省連絡
会議を開催。仙谷官房副
長官が「国民にわかりや
すい広報を」と要請 [NK]

・菅首相,前国土交通相の馬
渕澄夫・民主党広報委員
長を首相補佐官に起用す
る人事を決定 [A]

・民主党の岡田幹事長,福島
第1原発事故の影響で避難
した住民のいる山形県内
の施設や同県内の物資集
積所を訪問 [NK]

・民主党の岡田幹事長, 子
ども手当の2011年度の法
案を取り下げる意向を示
唆 [FP]

・共産党志位委員長,福島県
双葉町民の避難するさい
たまスーパーアリーナを
視察 [NK]

・自民党の谷垣総裁が山形
県の避難所を訪問,避難住
民を見舞う [NK]

・総務省,被災した地方自治
体に対して,地方税の減収
等を補う「歳入欠損債」と
仮設住宅建設費等に充て
る「災害対策債」の2011
年度の発行を認めるため,
関連法案の今国会提出を
決定 [FP]

・25日のニューヨーク株式
市場で, ダウ工業株30種
平均が3日続伸し約3週間
ぶりの高値。東日本大震
災以来の水準を回復 [NK]

09:00頃 東電福島事務所, 福島第1
原発3号機での被曝事故について
説明。事前に別のタービン建屋
地下で高い放射線量を確認して
いながら, 3号機で同様の危険性
があることを作業員に伝えてい
なかったと明かし,「各現場に注
意喚起していれば今回の被曝は
防げたと思っており,反省してい
る」 [A]

10:10福島第1原発2号機で真水の注
入を開始。1～3号機全てで海水
から真水へ注水が切り替わる [A]

10:15頃 原子力安全・保安院, 福島
第1原発1～3号機の建屋地下の水
について「ポンプなどで抜いて隔
離された場所に保管することに
なる」とコメント [A]

11:00頃東電,福島第1原発近くの海
水から, 最大で安全基準の1250.8
倍にあたる濃度のヨウ素を検出
したと発表 [A]

15:20頃 原子力安全・保安院, 福島
第1原発近くの海水で検出された
高濃度の放射性物質について「原
子炉または使用済み燃料プール
での反応を源に持つと考えてい
る」と説明 [A]

17:00頃 福島第1原発2号機で中央
制御室の照明が点灯 [メルトダウン]

18:40頃 東電の武藤副社長が会見,
福島第1原発について「現状の最
悪のケースをどう想定している
か」との質問に, 「原子炉を冷や
すということに尽きる」と繰り返
す [A]

23:25頃 東電, 福島第1原発1号機の
タービン建屋の地下から, 3号機
同様に放射線量の高い水が見つ
かっていたと発表。2・4号機でも
建屋地下に水がたまっているこ
とを明らかに [A]

・午前東電福島事務所, 福島第1原
発1号機建屋地下の水溜りについ
て, 大気中の放射線量が毎時約
200ミリシーベルトと発表 [メルト

ダウン]

・東電福島事務所,福島第1原発1号
機建屋地下の水溜りについて午
前の発表を訂正。水面付近は毎
時約60ミリシーベルト,空気中は
毎時約25ミリシーベルト [メルトダ

ウン]

・東電,仏政府に放射能除去に関す
る専門家派遣を要請 [メルトダウン]

・枝野幸男官房長官が記者会見。
福島第1原発で作業員3人が被曝
した問題で,東電が事前に別の場
所で高い放射線量を確認してい
たことについて「少なくとも官邸
には報告はなかった」 [A]

04:30陸自:第13旅団が新地町役場において給食支
援を開始 [SDF]

05:50 空自:第1輸送航空隊KC-767×1機が救援物
資(食料)を名古屋から福島へ空輸 [SDF]

06:00 陸自:第13旅団が相馬市にて給食支援を開
始。また須賀川市役所及び相馬市役所でも給食
支援を開始 [SDF]

06:42 陸自:第9師団が陸前高田市, 大船渡市, 釜石
市,大槌町,山田町,宮古市,久慈市にて給食支援
を開始 [SDF]

06:47 陸自:第9師団が陸前高田市, 大船渡市, 釜石
市, 大槌町, 山田町, 宮古市にて入浴支援を開
始 [SDF]

06:48陸自:第9師団が山田町,陸前高田市にて燃料
支援を開始 [SDF]

06:50空自:北空派遣隊(山田),人命救助及び炊き出
し活動を開始(17時40分まで) [SDF]

07:00空自:中空派遣隊(大滝根)10名が車両2両で給
水及び給食活動を実施 [SDF]

07:00陸自:第13旅団が矢吹町にて巡回給水支援を
開始 [SDF]

07:20 空自:中空派遣隊(松島)140名が車両9両で給
水,炊き出し,民生支援及び巡回医療活動を開始
(16時35分まで) [SDF]

07:30 陸自:第10師団が給水支援を開始(19:30終
了) [SDF]

08:00陸自:第13旅団が郷ヶ丘小及び中央台南中で
給水支援を開始 [SDF]

08:20海自:ヘリで寒風沢島の被災者に水9箱,パン
3箱,その他食料品12箱を搬送 [SDF]

08:30海自:「やえやま」が南の沢・田の浦地区の
被災者に水24L, 野菜30kg, 乾電池170個, 懐中電
灯2個,その他救援物資を搬送 [SDF]

08:32海自:「まきしま」が岩月ノ沢地区の被災者
にトイレットペーパー70個,タオル13枚,その他
救援物資を搬送 [SDF]

08:35海自:「さわぎり」搭載ヘリが朴島の被災者
に水2箱,パン1箱,その他食料品5箱を搬送 [SDF]

08:37海自:「はちじょう」が前浜地区の被災者に
乾電池200個, 清涼飲料水90本, 胃腸薬5箱, その
他救援物資を搬送 [SDF]

08:38 海自:ヘリで野々島の被災者に水9箱, パン2
箱,その他食料品10箱を搬送 [SDF]

08:43 海自:ヘリで寒風沢島の被災者に水10箱, パ
ン5箱,その他食料品19箱を搬送 [SDF]

08:51 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(パン)を名古屋から福島まで空輸 [SDF]

09:00陸自:第13旅団が磯部小学校における給水支
援を開始 [SDF]

09:04陸自:新地町,熊野神社,薬師堂にて給水支援
を開始 [SDF]

09:06海自:「さわぎり」搭載ヘリが寒風沢島の被
災者に主食缶詰720個を提供 [SDF]

09:22海自:「くらま」搭載ヘリが野々島の被災者
に主食缶詰600個を提供 [SDF]

09:35海自:「やえやま」が港地区の被災者に味噌
7.5kg, 乾パン128袋, 野菜27kg, その他救援物資
を搬送 [SDF]

09:37海自:第2航空群P-3C94号機が漂流船舶1隻を
視認(3907N14325E),塩釜保安に通報 [SDF]

09:38空自:第3輸送航空隊C-1×1機が救援物資(日
用品)を美保から福島まで空輸 [SDF]

09:41 海自:第2航空群P-3C94号機が漂流コンテ
ナ2個を視認(3910N14332E付近), 塩釜保安に通
報 [SDF]

・米アイロボッ
ト社, 紛争地な
どで使用されて
いる同社のロボ
ット4台と社員
6人を日本に向
けて派遣。福島
第1原発調査支
援のため [A]

00:00 NTT東日本, 青森・山形・秋田・
茨城の各県での公衆電話無料化を終
了 [W: NTT東日本]

02:05 JR磐越西線が全線で運行再開 [震

災と鉄道全記録]

09:41 石油貨物列車, 横浜から新潟経由
でJR郡山駅に到着。JR磐越西線を貨
物列車が走るのは中越地震以来6年ぶ
り [A]

12:00時点 NTT東日本が福島・宮城・岩
手・青森・山形・秋田・茨城・栃木・群
馬・千葉・埼玉・神奈川・新潟・東京・
長野・山梨の各都県で設置した特設公
衆電話は計2,314台 [W: NTT東日本]

12:00時点 NTT東日本が宮城・山形・福
島・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東
京・新潟・山梨・長野の各都県で設置
したインターネット接続コーナーは計
136 [W: NTT東日本]

・午後 山形自動車道, 西川IC-月山IC間
下り線で通行止め解除。全区間通行可
能に [NK]

・JRバス東北,秋田-東京・横浜間で運行
再開 [W:国交省]

・名鉄バス・宮城交通,仙台-名古屋間で
運行再開 [W:国交省]

・小型発電機の需要が急増。震災後の電
力不足の影響 [A]

・経産省,東日本大震災被災地の避難所
などにガソリンの仮設ミニSSを設け
ると発表 [NK]

・住友金属工業,鹿島製鉄所内の石炭火
力発電所が発電を再開したと発表 [NK]

・鉄鉱石を運ぶ大型ばら積み船の用船料
の上昇が一服したとの報道。東日本大
震災で日本の鉄鋼需要に不透明感が高
まり用船需要鈍る [NK]

・みずほ銀行,仙台・青森など5支店で臨
時営業 [NK]

・三菱東京UFJ・三井住友・りそなほか
大手銀行6行, 3月26日～27日にかけて
仙台支店を臨時営業 [NK]

・ゆうちょ銀行,東電管内1都8県の郵便
局やゆうちょ銀行支店にあるATMの
利用時間を短縮 [A]

・東北・関東・信越の地銀8行,福島県外
での生活を余儀なくされた東邦銀行預
金者を対象に, 各行で預金を引き出せ
る特例措置を実施との報道 [NK]

・東証が3月14日に上場企業に被災状
況の開示を要請して以降, 約2週間で
1970社(全上場企業の約半数)が開示し
たとの報道 [NK]

・日本通運,茨城県北部の一部で発着す
る単身者専用パックの注文を停止中と
の報道 [NK]

・NTT,被災者への社宅の提供を決定し
たとの報道 [NK]

・経産省,取引先の企業が被災した場合
に, 毎月の使用料の支払いを猶予する
よう全国のリース業者に要請したとの
報道 [A]

・法務省,震災死亡者については,市町村
役場への死亡届の届け出期間に関して
柔軟に対応するよう, 全国の市町村に
通知したとの報道 [A]

・各府省の事務次官らでつくる連絡会議,
福島第1原発半径20～30キロの市町村
や住民に医療・教育などの情報を提供
していくことを確認 [A]

・公共図書館,蔵書の一部をFAXや電子
メールで送信し避難所での生活に役立
つ情報を提供。日本図書館協会の要請
に権利者団体が協力する方針打ち出
す。日本文芸家協会も了承 [A]

・日本建築学会東北支部,「東北地方
太平洋沖地震災害調査速報(7)」を
発表 [建築雑誌; No.1622]

・日本建築学会東北支部,「東北地方
太平洋沖地震災害調査速報(8)」を
発表 [建築雑誌; No.1622]
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市民社会 原発事故の影響 文化/風俗/メディア 東京圏/計画停電 福島県 宮城県 岩手県 海外動向

・ピースボート, 3月26日以
降順次数十～100人の一
般ボランティアをバスで
派遣と報道 [A]

・たんぽぽ舎, 23回総会で
福島第1原発事故について
の講演会を開催 [W: たんぽ

ぽ舎]

・環境NGO世界自然保護
基金(WWF)が26日午後8
時半から1時間, 身近な照
明を消してみることを広
く呼び掛けている [A]

・全国ホームヘルパー協議
会, 被災地にホームヘル
パーの派遣を開始 [B: 全社

協 被災地支援・災害ボランティ

ア情報]

・日本盲人福祉委員会,現地
入り。被災視覚障害者の
安否情報などをヒアリン
グ [W:日盲社協]

・グリーンピースの国際調
査チーム, 福島第1原発北
西地域で放射線測定(第1
回) [W:グリーンピース]

・福島老朽原発を考える会,
乳幼児や妊婦を救うため
に避難範囲の拡大を求め
る国会議員署名(26名の署
名)を官邸に提出 [W:福島老

朽原発を考える会]

・全国ユニオン,震災で労使
トラブルが広がるとみて,
「雇用を守る震災ホットラ
イン」を開設 [A]

・厚労省,水道事業を運営す
る全国の自治体に対し,降
雨後は水供給に支障のな
い範囲で池や川からの取
水を制限する対応策を検
討するよう文書で要請 [A]

・東京都,水などの放射性物
質濃度に関する正式な規
制値を設定し,国が摂取制
限の統一指針を定めるよ
う政府に要請 [NK]

・福島県,県産野菜のサンプ
リング調査の結果をとり
まとめ。ハウス栽培の37
点のうち, 1点を除いて基
準値を超える放射性物質
は検出されず [A]

・原子力安全委員会,「放射
性物質は海では希釈,拡散
される」として,人が魚を
食べても心配ないとの見
解を提示 [A]

06:40人気ロックバンドU2
のボーカル, ボノさんが
メールでメッセージ [A]

07:00 女子フィギュアのベ
テラン, 村主章枝選手が
ニューヨークでチャリテ
ィー講演会 [A]

15:00 国際オリンピック委
員会のウン副会長(シンガ
ポール)が東京都内で記者
会見。被災地に,世界の五
輪選手を派遣する支援プ
ログラムを発表 [A]

・プロ野球の臨時オーナ会
議が都内で開催。セ・パ
両リーグの4月12日への
開幕戦延期を承認 [NK]

・卓球のアジアカップ(3月
26・27日開催予定)が中止。
出場予定の海外9カ国のう
ち, 中国やシンガポール
など5カ国が取りやめたた
め [NK]

・サッカー日本代表,大阪市
のキンチョウスタジアム
で公開練習前に20分間募
金を呼びかけ, 254万6378
円集まる [A]

・J1仙台サポーターが被災
地支援活動。石巻に支援
物資届ける [NS]

・アイスホッケー・アジア
リーグの東北フリーブレ
イズの選手,それぞれの避
難先で被災地への募金活
動を実施 [A]

・プロゴルファーの尾崎将
司, 千葉県のJR船橋駅で
中央学院大学ゴルフ部の
学生とともに東日本大震
災被災地への募金活動を
実施 [A]

・慶応大の学生3人による
洋服展示会「仄」,渋谷区
のギャラリーZOOMAN
で開始,売上は全額日本赤
十字社を通じて被災者支
援に充てられる [A]

・大相撲の大関把瑠都関と
十両の黒海関,ボランティ
アの学生や子どもたちと
一緒にJR新橋駅のSL広場
に立ち, 東日本大震災の
被災地への募金を呼びか
け [A]

・仙台フィルハーモニー管
弦楽団,犠牲者の鎮魂と復
興を祈り,仙台市の見瑞寺
で演奏会 [A]

・絵本の主人公ミッフィー
の作者ディック・ブルー
ナさんから, イラストと
メッセージが朝日新聞あ
てに電子メールで届く [A]

17:30時点茨城県の避難住民は,全体で2509人。このうち茨
城県内居住者が1094人,福島県内からの避難者は1415人 [I]

18:00時点茨城県内の放射線量は,北茨城市が毎時0.936マイ
クロシーベルト, 高萩市が1.310マイクロシーベルト,大子
町が0.136マイクロシーベルト [I]

18:00時点 茨城県の水道, ひたちなか市で3月26日までに全
世帯の通水が再開するなど,計34市町村で断水が解消。断
水世帯は約3万8千世帯まで縮小 [I]

・東電, 3月は26・27日の両日は計画停電を実施しないと発
表 [A]

・東京都内で,計画停電中にマンションなどのエレベーター
が停止し人が閉じ込められる事故が32件起きていたとの報
道 [A]

・ゆうちょ銀行,東電管内1都8県の郵便局やゆうちょ銀行支
店にあるATMの利用時間を短縮 [A]

・東京都, 水などの放射性物質濃度に関する正式な規制値
を設定し,国が摂取制限の統一指針を定めるよう政府に要
請 [NK]

・東京都杉並区,群馬県東吾妻町の避難所へ区費で独自に採
用してきた教員5人と臨床心理士1人・保健師11人を交代で
派遣することを決定,との報道 [A]

・都知事選の主な候補者,街頭で災害対策や被災地支援を訴
える。「防災」がクローズアップ [A]

・東京消防庁, 福島原発から半径20～30キロの「屋内退避」
圏内の住民の搬送にあたるため, 救急車など12台, 隊員38
人を福島県に派遣 [A]

・東北地方の名産品を扱う東京都内のアンテナショップ,募
金活動や安否情報提供との報道 [NK]

・神奈川県,県内に設けた一時避難施設などでの被災者受け
入れ状況を発表。46施設に計558人が避難 [KS]

・神奈川県,長期の避難所暮らしを余儀なくされている被災
者の健康維持のため,保健師ら3人を岩手県釜石市に派遣。
4月28日までに8チーム計24人を同市と同県大槌町の2地域
に順次派遣する予定 [KS]

・相模原商工会議所青年部(神奈川県), 東日本大震災の復興
に向けたチャリティーフリーマーケットを開催 [KS]

・東日本大震災の被災者を支援するチャリティーイベント
が, JR川崎駅東口の商店街で開催 [KS]

・千葉県浦安市,地震による液状化現象で大きな被害を受け
た埋め立て地区のほぼ全域が計画停電の対象地区から除外
されたことを発表 [CN]

・千葉県船橋市習志野台の「隠れ家キッチンア・ズーロ」で,
東日本大震災の被災者らを支援するバザーが開催 [A]

・千葉県東葛地方のレストラン有志でつくる「東葛六市レス
トランサミット実行委員会」,柏市中央公民館に避難して
いる人たちに自らのレストランで作った料理を提供 [S]

・千葉市稲毛区の商店街,祭りの活動資金を集めるために開
く朝市を,震災の義援金のための朝市に変更。収益をすべ
て寄付 [A]

・千葉市動物公園,土日と祝日限定で営業再開 [NK]

・千葉ロッテマリーンズ選手会,東日本大震災の義援金とし
て1千万円を日本赤十字社県支部を通して寄付 [A]

・プロゴルファーの尾崎将司,千葉県のJR船橋駅で中央学院
大学ゴルフ部の学生とともに東日本大震災被災地への募金
活動を実施 [A]

・茨城県神栖市, 全域断水が続いていたが, 震災から15日ぶ
りに一部地域の通水が再開 [I]

・住友金属工業,停止していた鹿島製鉄所(茨城県)の高炉1基
が稼働を再開し,高炉2基が全面操業したことを表明 [S]

・皇室の那須御用邸(栃木県那須町)で, 東日本大震災で避難
している人たちを対象に,入浴施設の開放始まる [A]

09:41 ガソリン, 灯油などを積んだ石油貨
物列車が横浜から新潟を経由してJR郡山
駅に到着 [ふくしまの30日]

・福島県楢葉町, 3月26日までに,いわき市
に置いていた役場機能を会津美里町に移
転。役場機能を移した福島県内の8町村
では再移転の動きも [NK]

‐会津美里町に災害対策本部を移転した楢
葉町, 会津美里町の避難所体制が整い次
第, いわき市への避難者に会津美里町へ
の移動を促す [FP]

・政府が原発から半径20～30キロ圏内の住
民に避難を促してから一夜明けた3月26
日, 推計1～2万人が区域内に留まってい
ることが判明 [FP]

・福島県から約3000人が避難している群馬
県,避難受け入れ態勢を強化し,福島県か
ら延べ12000人の受け入れを計画 [FP]

・群馬県の大沢知事, 福島県の佐藤知事と
宮城県の村井知事を訪問。県職員派遣や
避難者受け入れなど今後の支援策を協
議 [J]

・福島県双葉町の井戸川町長, さいたま
スーパーアリーナで会見。町民1200人の
引っ越しを30・31日に行うと発表 [NK]

・福島県, 相馬市と新地町で, 浜通りで初
となる被災者向け仮設住宅の建設を開
始 [FP]

・福島署, 避難者の相談に応じる移動交番
を開設。毎日管内の避難所を巡回 [FP]

‐いわき市南部の津波被災地で, 損壊した
家屋から金品やテレビ, 布団などが持ち
去られる被害が相次ぐ [FP]

‐新学期を迎え, 浜通りから中通りや会津
地方に避難している児童・生徒の転入手
続が本格化。転入増加に対する教員配置
など課題も浮上 [FP]

・福島県, 復興計画策定を検討。浜通りな
どの公共土木施設について [FP]

・福島県, 県産野菜のサンプリング調査の
結果をとりまとめ。ハウス栽培の37点の
うち, 1点を除いて基準値を超える放射性
物質は検出されず [A]

・民主党の岡田幹事長,福島第1原発事故の
影響で避難した住民のいる山形県内の施
設や同県内の物資集積所を訪問 [NK]

・共産党志位委員長, 福島県双葉町民の避
難するさいたまスーパーアリーナを視
察 [NK]

・JR磐越西線,津川(新潟)-郡山間の全線で
運転を再開 [FP]

09:00 塩竈市と浦戸諸島を結
ぶ航路で運航再開 [W:海事局]

・宮城県,被災した自治体に対
し,受け入れ先の情報提供を
開始。3月22・23日には, 津
波の被害を受けた14市町に
集団避難の狙いを説明して
いたが, 25日までに申し込み
はゼロ [A]

・宮城県災害対策本部,ガソリ
ンスタンドでの緊急車両の
優先給油に協力するよう県
民に呼びかけ。給油待ちト
ラブルの多発をうけて [K]

・宮城県, 仮設住宅の第1次着
工分のうち,南三陸町の建設
場所を,清水小学校跡地から
登米市津山町の横山住宅団
地に変更すると発表。住民
から批判うけ方針転換 [K]

・秋田県の佐久知事,宮城県の
村井知事と岩手県の達増知
事をそれぞれ県庁に訪ね,両
県の被災者を最大2万4千人
受け入れる用意あると伝え
る [NK]

・群馬県の大沢知事,福島県の
佐藤知事と宮城県の村井知
事を訪問。県職員派遣や避
難者受け入れなど今後の支
援策を協議 [J]

・宮城県教育委員会,新年度の
教職員人事を発表 [K]

・仙台市,例年4月1日付で発令
する定期人事異動を原則1カ
月間延期し, 5月1日付とする
方向で調整開始 [K]

・仙台市若林区今泉鹿子穴の
今泉野球場に設けられた震
災ゴミ仮置き場から出火 [K]

・三菱東京UFJ・三井住友・り
そなほか大手銀行6行, 3月26
日～27日にかけて仙台支店
を臨時営業 [NK]

・みずほ銀行,仙台・青森など
5支店で臨時営業 [NK]

・JR仙台駅東口の商業ビルに
ある映画館「チネ・ラヴィー
タ」上映を再開 [K]

・国際交流NGOピースボート,
「緊急支援ボランティア」第
1陣50人が大型観光バスで石
巻市に入る [A]

・気仙沼郵便局, 局留めで届
いた小包の引き渡しを開
始 [NK]

・気仙沼市の気仙沼中を卒業
し首都圏に住む男性6人, 被
災した同級生を支援しよう
と気仙沼に生活物資を届け
る [K]

・南三陸町,津波で自宅を失う
などした被災者を対象に,町
外への集団避難に関する説
明会を開催 [K]

・岩手県, 被災した沿岸部の
住民数千人を内陸部の宿泊
施設に移送開始。3月36日は
釜石市と山田・大槌両町の
計460人がバスでつなぎ温泉
(盛岡市)と鶯宿温泉(雫石町)
へ [K]

・岩手県,運転免許証の再交付
手続きを行う窓口を, 3月28
日から沿岸部の避難所など
に設置することを発表 [NK]

・秋田県の佐久知事,宮城県の
村井知事と岩手県の達増知
事をそれぞれ県庁に訪ね,両
県の被災者を最大2万4000
人受け入れる用意あると伝
える [NK]

・全国知事会の指示で岩手県
を支援する静岡県,三陸沿岸
被災地の後方支援のため,遠
野市の遠野浄化センターに
静岡県現地支援調整本部を
設置 [K]

・大船渡市の戸田公明市長,津
波で甚大な被害があった低
地の木造住宅を高台に移す
意向を記者会見で表明 [A]

・大船渡市の末崎町ふれあい
センター,兵庫県宝塚市の職
員7名が訪問し豚汁600杯を
炊き出し [K]

・品薄状況が続いていた乳製
品,地元産牛乳を中心に生産
が再開し岩手県内でも店頭
に並び始めたとの報道 [W:岩

手日報]

20:11 ドイツ:ベルリンなど
の4都 市 で は, 福 島 第1原
発事故をうけ, 原発の運
転中止を求める25万人が
「FUKUSHIMA」などと書か
れたプラカードを持ってデ
モ行進 [A]

・アメリカ:フォード・モー
ター,震災の影響で調達部品
が不足する恐れがあるため,
ベルギーのヘンク工場の操
業を4月4日から5日間停止す
ることを発表 [NK]

・在日イスラエル大使館,軍の
医師らで構成する50人規模
の医療部隊を宮城県に派遣
すると発表 [A]

Sat.
26

Mar.

3月
26日
(土)
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26

Mar.
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26日
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・3月26日以降, IAEA(国際原子力
機関)の食品モニタリング専門家
チーム3名が日本に到着 [W:外務省]

・IAEA(国際原子力機関)の天野事
務局長,使用済み核燃料プール冷
却のための給水作業について成
果が不確かとの見解 [メルトダウン]

・東電,管内の306万世帯に対して3
月の電気料金を請求する際,支払
済みの2月の金額で請求している
との報道 [A]

09:57海自:「まきしま」が七半沢地区の被災者に
非常用糧食264個, 乾パン64袋, 飲料水18本を搬
送 [SDF]

10:25海自:「まきしま」が前浜地区母体田地区の
被災者にトイレットペーパー50個, タオル13枚,
水36L, 乾パン128袋, 副食瓶詰60個, 副食缶詰72
個,灯油60本,その他救援物資を搬送 [SDF]

10:27 陸自:東北方面後方支援隊が宮城野地区, 若
林区にて燃料巡回配布支援 [SDF]

10:44海自:第2航空群P-3C94号機が漂流船舶1隻及
び浮き桟橋1個を視認(3802N14240E付近), 塩釜
保安に通報 [SDF]

10:48海自:ヘリで寒風沢島の被災者に水270Lを搬
送 [SDF]

10:59 空自:入間ヘリCH-47×1機が救援物資(発電
機等)を松島から気仙沼大島へ空輸 [SDF]

11:37 海自:第2航空群P-3C94号機が漂流コンテ
ナ1個を視認(3627N14134E付近), 塩釜保安に通
報 [SDF]

11:44空自:第3輸送航空隊C-1×1機が救援物資(紙
おむつ)を福岡から松島まで空輸 [SDF]

11:45 海自:「ぶんご」が大島の被災者に軽油(ド
ラム缶×32本),灯油(ドラム缶×20本),ガソリン
(ドラム缶×5本)を搬送。「つきしま」が神止地区
の被災者にウェットティッシュ16個,タオル108
枚, バスタオル3枚, ポリ袋2200枚, 乾パン384個
を提供 [SDF]

11:51 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(カーゴローダー)を入間から花巻まで空輸 [SDF]

11:59 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(医薬品,米,水)を入間から花巻まで空輸 [SDF]

12:01空自:第3輸送航空隊C-1×1機が救援物資(紙
おむつ)を福岡から松島まで空輸 [SDF]

12:17 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(医薬品,米,水)を入間から花巻まで空輸 [SDF]

12:43空自:第2輸送航空隊C-1×1機が救援物資(水,
毛布等)を千歳から松島まで空輸 [SDF]

12:52 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(紙おむつ等)を福岡から松島まで空輸 [SDF]

12:57空自:第2輸送航空隊C-1×1機が救援物資(ス
トーブ等)を入間から松島まで空輸 [SDF]

13:00空自:中空派遣隊(松島)が入浴支援を開始(16
時30分まで) [SDF]

13:35海自:「やえやま」が蔵内地区の被災者に主
食缶詰120個,副食缶詰240個,味噌2.5kg,乾パン
128袋,野菜10kg,乾電池70個,その他救援物資を
搬送 [SDF]

13:52海自:第2航空群P-3C94号機が漂流船舶1隻を
視認(3714N14115E付近),塩釜保安に通報 [SDF]

14:07 海自:「はちじょう」が小金沢地区の被災
者に主食缶詰100個,副食缶詰150個,ウーロン茶
100本,その他救援物資を搬送 [SDF]

14:42海自:「あけぼの」等搭載ヘリが大島ふれあ
い広場に灯油(ドラム缶×26本)を搬送 [SDF]

15:08海自:「おおなみ」搭載ヘリが宮戸島の被災
者に救援物資を搬送 [SDF]

15:22海自:「やえやま」が今朝磯地区の被災者に
野菜40kg,乾電池189個を搬送 [SDF]

15:26 海自:第2航空群P-3C94号機が漂流コンテナ
等3個を視認(3917N14243E付近), 塩釜保安に通
報 [SDF]
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・野村証券,被災地復興支援
を目的とした投資信託を
個人投資家等に4月から販
売するとの報道 [NK]

・地震発生後2週間,小売店
頭での生活必需品の品薄
は徐々に解消に向かうと
の報道。しかし,納豆・牛
乳・ミネラルウォーター,
乾電池など依然不足 [NK]

・東日本大震災による内
定取り消しや入社時期延
期の対象となる学生が,岩
手・宮城両県のハローワー
クが受けた相談分だけで
約280人に上ることを厚
労省が発表 [NK]

・東北地方の名産品を扱う
東京都内のアンテナショ
ップ,募金活動や安否情報
提供との報道 [NK]

・作家の伊集院静氏がイン
タビューでエール。「東北
には不屈の精神ある」[NS]

・ACジャパンの新CM, 嵐
やAKB48など16組の著名
人が出演することが発
表 [NS]

・群馬県の大沢知事,福島県の佐藤知事と宮城県の村井知事
を訪問。県職員派遣や避難者受け入れなど今後の支援策を
協議 [J]

・群馬県,農作物の放射性物質検査でホウレンソウ(昭和村)
やミニトマト(みどり市)など9品目9検体から検出した放射
性物質が,いずれも食品衛生法の暫定基準値を下回ったと
発表 [J]

・南三陸町の社会福祉協議会,
志津川沼田のスポーツ交流
村に災害ボランティアセン
ターを開設 [K]

・自民党の石原幹事長,気仙沼
市と南三陸町を視察 [K]

・仙台弁護士会所属の弁護士
有志, 山元町を訪問し, 避難
所生活を送る住民を対象に
ボランティアで法律相談 [K]

Sat.
26

Mar.

3月
26日
(土)
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16:00 海自:第2航空群が八戸地区の被災者に宿泊
支援及び入浴支援等を実施 [SDF]

16:04 海自:第2航空群P-3C94号機が漂流コンテナ
1個を視認(3957N14217E),塩釜保安に通報 [SDF]

16:05海自:機動施設隊が八戸市内道路の災害ゴミ
の集積・撤去・搬送支援を実施 [SDF]

16:18陸自:第14旅団が山野小学校へ物資輸送(シャ
ンプー) [SDF]

16:26 海自:「おおすみ」が給分地区の被災者に
入浴支援,医療支援を実施。また被服25箱,灯油
65L,カイロ168個, タオル298枚, おにぎり400個
を提供 [SDF]

16:32海自:「おおなみ」搭載ヘリが宮戸島の被災
者に食料品26個を搬送 [SDF]

16:52海自:「はちじょう」が天ヶ沢地区の被災者
に毛布50枚,副食缶詰300個を搬送 [SDF]

19:05 海自:第25航空隊ヘリ, 被災地周辺を捜索・
救助するための飛行を実施 [SDF]

20:06陸自:第10師団が岩沼市・山元町での給水支
援を終了 [SDF]

・折木統合幕僚長,「トモダチ作戦」の司令官ウォ
ルシュ海軍大将と,震災や原発事故への対処につ
いて防衛省にて協議 [NK]

Disaster, Infrastructure and Society : Learning from the 2011 Earthquake in Japan No.1 2011

114 (102)



市民社会 原発事故の影響 文化/風俗/メディア 東京圏/計画停電 福島県 宮城県 岩手県 海外動向

Sat.
26

Mar.

3月
26日
(土)

Disaster, Infrastructure and Society : Learning from the 2011 Earthquake in Japan No.1 2011

115 (103)



全般 国/政治経済 原発/東電 自衛隊 米軍/米国 基礎的インフラ 生活/生産の基盤 学界/専門家組織

Sun.
27

Mar.

3月
27日
(日)

01:07 茨城県沖を震源とす
る地震, M4.4,同県日立市
などで震度3 [Y]

05:36 福島県浜通りを震源
とする地震, M4.2,同県い
わき市で震度4 [Y]

12:20 岩手県沖を震源とす
る地震, M4.9,同県沿岸北
部で震度3 [Y]

14:08 岩手県沖を震源とす
る地震, M4.7,同県田野畑
村で震度3 [Y]

・被災者数(27日現在)は死亡
10,804, 安否不明19,036,
避難243,177。「避難」は
県外からも含め各都道県
内の避難所にいる人の総
数。朝日新聞まとめによ
る。 [A]

16:08 枝野官房長官が記者
会見。被災地の復旧費用
について「地震と津波で
マイナスベースになって
いるところをゼロベース
のところまでということ
については, 国として, 全
面的に自治体の負担なく
やりたい」 [A]

・政府,緊急災害対策本部の
下に雇用対策を検討する
会議の設置を決定 [A]

・菅首相,山口二郎北海道大
学院教授らと震災後の政
治主導や指揮命令系統に
ついて首相官邸で意見交
換 [A]

・統一地方選の政令指定市
長選告示。札幌・相模原・
静岡・浜松・広島の5市 [A]

・投資信託の運用成績が震
災発生後に落ち込み。震
災後2週間で全体の91%に
当たる3114本がマイナス
に [NK]

・東日本大震災以降の2週間
で企業が資金調達を急拡
大との報道。3メガ銀行へ
の融資要請は2兆6千億円
に達し通常の4倍規模 [NK]

01:20頃 東電, 福島第1原発タービ
ン建屋地下にたまった水の排水
作業について「1号機は継続して
いる。2号機は準備中」と発表 [A]

11:00頃 原子力安全・保安院, 福島
第1原発2号機のタービン建屋地
下にたまった水から,通常の原子
炉の水の1千万倍に相当する放射
線(水の表面で毎時1000ミリシー
ベルト以上)を計測したとの東電
の報告を発表。また, 26日午後2
時半に同原発付近で採取した海
水から安全基準の1850倍の濃度
にあたる放射性ヨウ素を検出し
たことも発表 [A]

11:50頃 東電福島事務所, 福島第1
原発2号機の建屋内で計測された
毎時1000ミリシーベルト以上の
放射線量について説明。「それ以
上は測れない状態。もっと高い
可能性はある。この状況では排
水作業に着手できない可能性が
高い」 [A]

12:00頃 東本, 福島第1原発2号機の
タービン建屋地下のたまり水の
表面から高い放射線量が計測さ
れたことについて「燃料が起源で
あることは間違いない。燃料破
損の程度の具体的な想定は難し
い」 [A]

12:30頃 東電, 福島第1原発3号機に
放水 [メルトダウン]

14:30放射線医学総合研究所, 福島
第1原発3号機で被曝した作業員3
人について「全身状態に問題がな
く, 28日にも退院する」と発表 [A]

17:00頃 東電, 福島第1原発4号機に
放水 [メルトダウン]

18:30頃 福島第1原発2号機, 消防ポ
ンプによる淡水注入を仮設の電
動ポンプに切り替え [メルトダウン]

19:00頃 原子力安全・保安院, 高い
放射線量が計測された福島第1原
発2号機の水の排水方法について
「基本的にはポンプでどこかに移
して,長い間安定的に保管できる
場所を見つける」 [A]

19:00頃 原子力安全委員会, 福島第
1原発2号機の建屋内のたまり水
から放射能の強さが通常の1000
万倍にあたる値を計測したとの
東電の発表について,「通常では
考えられない核種(放射性物質の
種類)が出てきている。『本当にそ
うか』と問い合わせをしている」
[A]

20:00過ぎ 東電, 福島第1原発2号機
の建屋内のたまり水の放射線量
について, 「測定しなおす」と説
明。水の表面から出る放射線量
の測定値とされた1000ミリシー
ベルトは「合っている」 [A]

04:30陸自:第13旅団が新地町役場にて給食支援を
開始 [SDF]

06:00 陸自:第13旅団が相馬市にて給食支援を開
始 [SDF]

06:02 空自:第1輸送航空隊KC-767×1機が救援物
資(パン)を名古屋から福島へ空輸 [SDF]

07:13原子力:CH-47(サーモグラフィ・放射線測定
機搭載)×1機による福島第1原発上空モニタリン
グ開始(07時50分終了) [SDF]

07:30陸自:14旅団が女川総合運動公園で給食支援,
入浴支援及び救護支援を開始。また,女川町内で
物資輸送を開始 [SDF]

07:51海自:「ひゅうが」移動衛生班が桂島,野々島
の被災者に医療支援を実施 [SDF]

08:24海自:「やえやま」が女川湾野ヶ浜地区の被
災者に生活用品,食料等の救援物資を提供 [SDF]

08:58原子力:偵察航空隊RF-4E×1機が福島第1原
発の航空偵察のため百里を離陸(09時28分百里着
陸) [SDF]

09:00海自:機動施設隊が八戸市市川地区の災害ご
み撤去作業を実施(ダンプトラック(10トン)×18
台分) [SDF]

09:05海自:「やえやま」が女川湾高白浜地区の被
災者に食料,医薬品等の救援物資を提供 [SDF]

09:09海自:「はちじょう」が女川湾小屋取地区の
被災者に燃料等の救援物資を提供 [SDF]

09:10 陸自:13旅団が磯部小学校で給水支援を開
始 [SDF]

09:20海自:「にちなん」が大須小学校に支援物品,
支援要員を搬送 [SDF]

09:42原子力:偵察航空隊RF-4E×1機が福島第1原
発の航空偵察のため百里を離陸(10時16分百里着
陸) [SDF]

09:51空自:第2輸送航空隊C-1×1機が救援物資(紙
おむつ等)を入間から花巻へ空輸 [SDF]

09:54海自:「ひゅうが」および「あけぼの」搭載
ヘリが米海軍艦艇「ESSEX」からの物品等を大
須小学校へ搬送 [SDF]

10:00 原子力:東北方面航空隊UH-1(映伝機)×
1機が福島第1原発の撮影を開始(10時39分終
了) [SDF]

10:00海自:第22航空群が三菱製紙航空障害灯用の
給油作業を実施 [SDF]

10:00陸自:14旅団が雄勝町で入浴支援を開始 [SDF]

10:10海自:「おおなみ」搭載ヘリが桂島と朴島の
被災者に水,食料,日用品等を搬送 [SDF]

10:12海自:第25航空隊ヘリが被災地周辺を捜索・
救助のための飛行を実施 [SDF]

10:32空自:第3輸送航空隊C-1×1機が救援物資(医
薬品)を美保から福島へ空輸 [SDF]

10:36海自:「おおすみ」が鮎川漁港の被災者に入
浴支援,医療支援を実施。また灯油30kl,食料,生
活用品等の物品を提供 [SDF]

10:49 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(パン,みそ)を名古屋から松島へ空輸 [SDF]

11:13 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(パン,みそ)を名古屋から松島へ空輸 [SDF]

11:29 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(パン)を名古屋から松島へ空輸 [SDF]

11:52空自:第2輸送航空隊C-1×1機が救援物資(紙
おむつ等)を福岡から松島へ空輸 [SDF]

12:22海自:「はちじょう」が雄勝湾指ヶ浜地区の
被災者に生活用品を提供 [SDF]

・震災で連絡船の
多くを失い孤立
している気仙沼
市の離島・大島
で, 沖縄の米海
兵隊が揚陸艇で
物資を輸送 [A]

05:00 仙台東部道仙台東IC-三陸自動車
道利府JCT間で通行止め。震災で損傷
した橋梁の補修のため [W: NEXCO]

09:00 経産省, ガソリン供給のため仮設
ミニSS第1号を岩手県陸前高田市内5
箇所に設置 [W:経産省]

12:00時点 NTT東日本が福島・宮城・岩
手・青森・山形・秋田・茨城・栃木・群
馬・千葉・埼玉・神奈川・新潟・東京・
長野・山梨の各県で設置した特設公衆
電話は計2,299台 [W: NTT東日本]

12:00時点 NTT東日本が宮城・山形・福
島・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東
京・新潟・山梨・長野の各都県に設置
したインターネット接続コーナーは計
137 [W: NTT東日本]

22:00頃 震災で損傷した橋梁の補修に
よる仙台東部道路仙台東IC-三陸自動
車道利府JCT間の通行止めが一時解
除 [W: NEXCO]

・夜東電,東京ガスに液化天然ガスの融
通を要請したことを表明 [NK]

・日本ガス協会の現地復旧対策本部,仙
台復旧対策隊(仙台市ガス局の支援)に
加え, 三陸復旧支援隊(塩釜ガス, 石巻
ガス, 気仙沼市ガス水道部の支援), 福
島修繕隊(常磐共同ガス,常磐都市ガス
の支援)を組織化したと発表。現地復
旧体制を強化 [W:日本ガス協会]

・クリナップ,福島県いわき市の主力工
場など6工場で操業停止。4月13日予
定のシステムキッチン「新クリンレ
ディ」の発表中止も決定したとの報
道 [A]

・清水建設,東日本大震災による被災企
業の復旧支援を担当する専門部署を4
月1日付で発足させるとの報道 [NK]

・東芝, 4月1日付で社会インフラ事業を
手掛ける社内カンパニーや事業部門を
統合するとの報道。新たに「社会イン
フラシステム社」を設立 [NK]

・東京製鉄,宇都宮工場で操業を一部再
開 [NK]

・JAバンク, 東日本大震災をうけ, 利用
者が通常取引をしていないJAバンクで
も貯金の払い戻しを受けられる措置を
導入 [NK]

・日本郵船の最新貨物船「YAMATAI」
(1万4538トン),八戸港に到着。日本経
団連の「救援物資ホットライン便・第
1便」 [A]

・外務省, イスラエルからの医療支援
チームを受け入れると発表 [NK]

・厚労省,雇用確保や雇用維持に使える
30の助成金の支給申請について, 申請
書の提出期限が過ぎても受け付ける方
針を決定との報道 [NK]

‐内閣府, 宮城・岩手・千葉の各県の一
部被災自治体に対し, 罹災証明書発行
の際の住宅損壊度判定手続きを簡素化
する方針を27日までに伝える。当該市
町村が確定した地域内の住宅を一括で
「全壊」判定することが可能に [FP]

・内閣府の阿久津政務官,被災地のがれ
きについて県が市町村に代わって処理
することを積極的に促す方針示す [A]

・国交省, 大型貨物船や旅客船・漁船の
撤去と移動に関わる費用を保険で賄う
ために, 所有者と保険会社との協議を
支援する方針を明らかに [A]

・環境省の樋高政務官,岩手県庁で達増
県知事と会談。被災地のがれき処理に
ついて, 市町村の要望に応じて県が代
行することを認める [NK]

・経産省の緊急対策の原案が判明。家電
エコポイントエイドや個人住宅向け太
陽光発電設備設置支援など, 家庭関連
が軸 [NK]

・文科省,被災した公立小中高の授業時
間数を確保するため, 土曜日に授業を
行うことを認める方針との報道 [A]

・文科省,全国の教育委員会に教職員の
短期派遣などの協力を要請 [NK]

・警察庁,被災地での交通取り締まりを
柔軟にするよう通達 [NK]

・被災者支援特別対策本部,震災で住居
を失った被災者の受け入れ先として,
国家公務員宿舎など4万2145戸を提供
できると発表 [NK]

・東北3県の裁判,震災後休止していたが,
ほぼ通常通り戻る見通しとの報道 [A]

17:15第27回中央防災会議 [W:内閣府]

・土木学会,東日本大震災総合調査団
が総合調査を開始し,先遣隊を派遣。
また各調査団にホームページへの英
文併記依頼を発信 [W:土木学会]

・日本下水道協会,宮城県栗原市と打
ち合わせ。下水道の被害状況につい
てヒアリング [W:日本下水道協会]

・日本小児科学会など3学会, 水道水
を飲んでも健康に影響を及ぼす可能
性は極めて低いとする共同見解を発
表した,との報道 [A]

・日本栄養士会が派遣した災害支援管
理栄養士・栄養士,日本プライマリ・
ケア学会連合の東日本大震災支援プ
ロジェクトチームの一員として, 宮
城県気仙沼入り [W:日本栄養士会]
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・NPO法人・アトピッ子地
球の子ネットワーク, 赤
ちゃん一時避難プロジェ
クトとの提携を発表 [W:ア

トピッ子地球の子ネットワーク]

13:30 松戸市民ネットワー
ク『松戸で生きたい私た
ち』,市民館で相談会を開
催 [W:立教大学共生社会研究セ

ンター]

・カンボジアで活動する日
本のNGOの有志, プノン
ペンで被災者支援イベン
トを開催 [W: JANIC]

・仙台市泉区災害ボラン
ティアセンター開設 [B:全

社協被災地支援・災害ボランティ

ア情報]

・名古屋市中区栄の繁華街
でデモ行進。浜岡原発停
止を求める市民ら300人
が参加 [A]

・銀座で反原発を訴えるデ
モ。毎月定例で再処理反
対を訴えるデモとして設
定されたもので,いつもは
20名弱だが, 1200人が集
まる [W: 福島老朽原発を考え

る会]

・NPO法人労働相談セン
ター, 3月27日と4月10日
に電話・メールで「大地震
がらみ集中労働相談」を
実施 [A]

・文科省,福島第1原発周辺
で3月23日以降の大気中
の累積放射線量を測定し
た結果を発表 [NK]

・東京都, 金町浄水場から
3月27日朝に採取した水
についての検査結果を発
表。放射性ヨウ素は不検
出に [A]

・神奈川県内の自治体が実
施した水道水の放射能測
定結果によると,すべての
浄水場で放射性物質は不
検出 [KS]

・日本コカコーラ, 韓国
から緊急輸入するミネ
ラルウォーターVioSoon-
soo100万ケースを今週末
にも首都圏や東北地方で
販売 [NK]

・枝野官房長官,原発事故に
伴う農作物の損害賠償に
関して,政府の出荷規制以
外の部分も損害に対応し
ていくと発言 [NK]

・厚労省,「原発の事故で派
遣を躊躇している自治体
は,再度ご検討を」とする
文書を都道府県などに送
付 [A]

・東北電力,女川原発と東通
原発で津波被害を想定し
た安全対策を強化すると
発表 [NK]

・福島第1原発事故を理由に
中国などが日本産農産物
の一部の輸入を禁止した
問題で, 日本政府がWTO
協定の順守を要請したと
の報道 [NK]

・IAEA(国際原子力機関),
食品や土壌の汚染分析や
対策を専門とする国連食
糧農業機関との合同チー
ムを福島県に派遣したと
発表 [NK]

・アサヒビール, 4月5日予定
の第3のビール新商品「ブ
ルーラベル」の新発売延
期を決定したとの報道 [A]

・ユニ・チャーム,震災の影
響で, 3月29日に予定して
いた大人用介護用品「尿
とりパッド」の新商品投
入を当面延期したとの報
道 [A]

・サントリー, 4月中下旬に
予定していた炭酸飲料な
ど新製品3種の発売を延期
したとの報道。お茶など
優先度の高い製品の生産
を優先 [A]

・日本ミシュランタイヤ, 4
月21日に発売予定だった
「ミシュランガイド ボン
ヌ・プティット・ターブ
ル・東京」の発行を延期し
たとの報道 [A]

・ソニー・ミュージックエン
ターテイメント, 3月29・
30両日に予定していたCD
やDVDの新譜発売を延期
するとの報道 [A]

・キリンビール, 4月20日に
予定していた缶チューハ
イ「氷結」新商品の発売
を中止するとの報道 [A]

・カゴメ, 3月29日に予定し
ていた幼児向け野菜飲料
「すくすくやさい」の発売
を延期するとの報道 [A]

・TOTOと大建工業とYKK
AP, 4月22日～24日に都内
で開催予定だった「グ
リーンリモデルフェア’
10-’11」を中止するとの
報道 [A]

・国際会議「GFPC2011」(薄
型パネルの関連企業), 4
月10日～12日に開催予定
だったが中止するとの報
道 [A]

・日本橋の架橋100周年を
記念し4月1日～3日に予
定されていたイベントは
中止との報道 [A]

・タレントのベッキー, 東
京・代々木公園前で被災
地のペットを支援する動
物用支援物資を集める運
動 [NS]

・福島県郡山市出身の俳優
西田敏行ら,調布市の味ス
タで炊き出し [NS]

・ドイツサッカー2部リーグ
のボーフム, 1部のシャル
ケやドルトムントとチャ
リティーマッチを開催。
被災者支援のため [A]

12:00以降 FM西東京・むさしのFM・調布FMで放送で放送
されている市民参加型の番組「ハッピーう～たん!」のボ
ランティアスタッフ,バザーを開催。番組スポンサーの施
設「森の楽校」(東京都三鷹市)にて [A]

19:00時点茨城県内の放射線量は,北茨城市が毎時0.828マイ
クロシーベルト, 高萩市が1.090マイクロシーベルト,大子
町が0.130マイクロシーベルト [I]

・茨城中央農業協同組合や笠間市など,同市のJR友部駅南口
広場で震災復興支援イベントを開催 [S]

・神奈川県内の自治体が実施した水道水の放射能測定結果
によると,すべての浄水場で放射性物質は不検出 [KS]

・福島県からの被災者約260人を受け入れている群馬県草津
町では,町内ホテルで被災者を招いたボランティア落語が
始まる [J]

・J2ザスパ草津のトップチームの選手21人ら,福島県南相馬
市から約920人が避難している群馬県片品村を訪問。避難
生活を送る子供たちにサッカー教室を開催 [J]

・埼玉県羽生市, 東日本大震災の被災者を対象に, 3～6カ月
の間,市営住宅を無料で貸し出すと発表 [S]

・東電, 3月28日の計画停電について, 午前9時20分からの第
2ABCグループで実施すると発表 [NK]

・東京都昭島市,被災地の岩手県岩泉町に3月27日から1ヶ月
間,職員4人のチームを交代で派遣し避難所住民への対応な
どにあたる [A]

・東京都, 金町浄水場から3月27日朝に採取した水について
の検査結果を発表。放射性ヨウ素は不検出に [A]

・東京都中央卸売市場足立市場の業者で作る足立市場協会,
東京武道館で「ねぎま鍋」の炊き出しを実施 [A]

・東京都日出町,宮城県山本町にスニーカー217足,長靴215
足,スリッパ65足,靴下150組などを配送 [A]

07:05頃 福島県棚倉町国道118号沿いのガ
ソリンスタンド給油待ちの列に並ぶ軽
自動車内で, 男性(82)が死亡。暖をとる
ための練炭による一酸化炭素中毒の疑
い [A]

・福島県の測定結果によると, 原発30キロ
圏内のハウス野菜7品は「安全」。県は全
国の市場や卸売業者に流通・販売強化を
要請 [FP]

・原発事故に伴い農作業の延期を呼びかけ
ている福島県, 生産者に稲作の種まきや
田植えを平年の終期まで送らせるよう要
請 [FP]

・北塩原村, 3月27日までに避難住民向け
に村内のホテル・旅館・ペンションで約
5000人分の宿泊先を確保 [FP]

・南相馬市の原発から20～30キロ圏内で,
自力避難が困難な寝たきりのお年寄りら
約150人が残っていることが判明 [FP]

‐原発から半径30キロの屋内退避区域に
含まれる南相馬市で, 避難した市民が戻
り始め, 商店やコンビニなどの一部が営
業を再開 [FP]

・コンタクトメーカーシード, 福島県に
ケア用品1千本(1千人×1カ月分)を届け
る [A]

・自民党の谷垣総裁, 福島県の災害対策本
部を訪れ佐藤知事と会談 [NK]

・宮城県,震災による瓦礫の量
について, 1800万トン, 年間
排出量の23年分と推計 [3・11

東日本大震災]

・宮城県,沿岸14市町に被災者
の2次避難について意向調査
した結果, 10市町が避難の必
要があるとの認識を示し,受
け入れ先の情報を求めたこ
とが判明 [K]

・宮城県, 3月27日時点で約12
万箱の救援物資を保管。8万
枚の毛布は被災地から要望
なく受け入れを停止。同市
は被災住民の希望する品目
の公表を検討 [K]

・宮城県,浄化センターが機能
停止中の仙塩など3つの県営
下水道の下流域で,汚水が路
上にあふれる恐れが強まっ
たとして,住民に節水を呼び
かけ [K]

・東北経済産業局, 県災害対
策本部会議で,県内のガソリ
ン・灯油・軽油の出荷量が
前年比の40%と報告。村井
知事,国の支援強化を強く要
求 [K]

・東北財務局,被災企業に対し
手形や小切手の不渡り処分
猶予などの情報を周知する
活動を開始したとの報道 [K]

・震災で連絡船の多くを失い
孤立している気仙沼市の離
島・大島で,沖縄の米海兵隊
が揚陸艇で物資を輸送 [A]

・名取市の「ゆりあげ港朝市」,
が3週間ぶりに復活 [K]

・自民党の谷垣総裁,宮城県な
どを視察 [A]

・環境省の樋高政務官,岩手県
庁で達増県知事と会談。被
災地のがれき処理について,
市町村の要望に応じて県が
代行することを認める [NK]

・市内の全ガソリンスタンド
が使えなくなった陸前高田
市で,国の備蓄ガソリンの無
料配給が開始。市が国に要
請し,県内で初めて実現 [A]

12:45 中国:三一重工が寄贈し
た62メートルのポンプ車,福
島第1原発に到着 [RJ]

20:14 イスラエル:イスラエル
軍の医師や看護師ら約50人
で構成する緊急医療部隊が
成田空港に到着 [A]

・アメリカ:夜,「コンサート・
フォー・ジャパン」始まる。
震災復興をニューヨークで
支援する一連のライブ [A]

・韓国:韓国赤十字社によると,
募金額は約213億4千万ウォ
ン(約15億7千万円)。海外の
災害支援としては史上最高
額を更新 [A]

・台湾:南部の屏東県にある第
三核能廠では,マグニチュー
ド7の地震で原発の電源が喪
失と想定し, 防災訓練を実
施 [LT]

・中国:国家衛生部, 「放射性
核種ヨード131健康関連情報
Q&A」を発布。各省レベル
の衛生行政部門に対し,管轄
区内の医療衛生機関におい
て,放射能汚染検測・医学的
処理・緊急応急措置を実施す
るよう求める。また, 北京・
東北部・沿岸地域の14省・自
治区に対し,食品・飲用水の
放射性測定作業を行うよう
指示(『新京報』) [RJ]

・ドイツ:バーデン・ビュルテ
ンベルク州議会選で,緑の党
が躍進 [NK]

・ドイツ:バーデン・ビュルテ
ンベルク州議会選で, CDU
が「脱原発」への政策転換を
掲げたものの敗北 [A(グロー

ブ)]

・フランス:県議会選挙の第2
回投票で, 新興・「欧州エコ
ロジー党」が約3%の得票を
獲得。予想外に票を伸ばし
た [NK]

Sun.
27

Mar.

3月
27日
(日)
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全般 国/政治経済 原発/東電 自衛隊 米軍/米国 基礎的インフラ 生活/生産の基盤 学界/専門家組織

Sun.
27

Mar.

3月
27日
(日)

・福島第1原発1～3号機では原子炉
内に真水を消防車のポンプで注
入する作業が続く [A]

・夜東電,福島第1原発2号機タービ
ン建屋内のたまり水に関する同
日の発表について「違う物質と間
違えた」と会見 [A]

・東電の清水社長が16日から2～3
日ほど「福島原子力発電所事故対
策総合本部」を離れていたことが
明らかに。過労のため [A]

・枝野幸男官房長官, 福島第1原発
敷地内の土壌にプルトニウムが
含まれていないか調査を始めた
ことを明らかに [A]

・枝野幸男官房長官, 福島第1原発
事故をうけて,周辺住民への情報
提供が不十分だったとして,原子
力安全・保安院に自治体との連絡
員を配置したと発表 [A]

・枝野官房長官,避難指示地域住民
の一時帰宅について「模索・検討
を始めた段階」 [メルトダウン]

・社債市場で東京電力債の流通利
回りが急上昇 [NK]

・東北電力,女川原発と東通原発に
電源車を常時配備したと発表 [A]

12:37空自:第2輸送航空隊C-1×1機が救援物資(民
生品)を名古屋から松島へ空輸 [SDF]

12:57空自:第2輸送航空隊C-1×1機が救援物資(民
生品)を名古屋から松島へ空輸 [SDF]

13:01 原子力:第7航空団T-4×1機が集じん飛行の
ため百里を離陸(13時59分百里着陸) [SDF]

13:20空自:第2輸送航空隊C-1×1機が救援物資(ス
トーブ)を入間から松島へ空輸 [SDF]

13:38 空自:三沢ヘリコプター空輸隊CH-47J×1機
が千歳から松島まで救援物資(水)を空輸 [SDF]

13:45 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(水)を千歳から松島へ空輸 [SDF]

14:34海自:「やえやま」が雄勝湾水浜地区の被災
者に食料,生活用品等の救援物資を提供 [SDF]

14:36空自:第3輸送航空隊C-1×1機が救援物資(水,
毛布)を千歳から松島へ空輸 [SDF]

14:50海自:「やえやま」が雄勝湾船戸神名呉壺地区
の被災者に水,生活用品等救援物資を提供 [SDF]

15:00陸自:東北方面後方支援隊が宮城野区20ヵ所
で燃料巡回配布を支援 [SDF]

15:06海自:「はちじょう」が雄勝湾尾浦地区の被
災者に生活用品を提供 [SDF]

15:06空自:第3輸送航空隊C-1×1機が救援物資(紙
おむつ等)を福岡から松島へ空輸 [SDF]

15:30空自:第3輸送航空隊C-1×1機が救援物資(紙
おむつ等)を福島から松島へ空輸 [SDF]

15:33 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(水)を千歳から松島へ空輸 [SDF]

15:33海自:「やえやま」が雄勝湾小島地区の被災
者に食料を提供 [SDF]

15:56空自:第3輸送航空隊C-1×1機が救援物資(紙
おむつ等)を福島から松島へ空輸 [SDF]

15:58原子力:偵察航空隊RF-4E×1機が福島第1原
発の航空偵察のため百里を離陸(16時31分百里着
陸) [SDF]

16:00陸自:東北方面後方支援隊が若林区13ヵ所で
燃料巡回配布支援 [SDF]

16:19空自:第3輸送航空隊C-1×1機が救援物資(紙
おむつ等)を福島から松島へ空輸 [SDF]

16:26 空自:三沢ヘリコプター空輸隊CH-47J×1機
が千歳から松島まで救援物資(水, 毛布, 日用品)
を空輸 [SDF]

16:39空自:第2輸送航空隊C-1×1機が救援物資(水)
を千歳から松島へ空輸 [SDF]

16:56空自:第2輸送航空隊C-1×1機が救援物資(水)
を千歳から松島へ空輸 [SDF]
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市民社会 原発事故の影響 文化/風俗/メディア 東京圏/計画停電 福島県 宮城県 岩手県 海外動向

・コンタクトメーカーシー
ド, 福島県にケア用品1千
本(1千人×1カ月分)を届
ける [A]

・三城ホールディングス,被
災地で補聴器用電池の無
償配布を始めたほか, 3月
29日をめどに簡易試聴器
300台を配布するとの報
道 [NK]

・社団法人日本広報協会
有志が「Proud Japan!」運
動を開始。ロゴマークを
作成し被災地を応援する
プロジェクト [W: 日本広報

協会]

・国民生活センター,東日本
大震災に関連した消費者
トラブルに対応するため
電話相談窓口を設置 [NK]

・国民生活センター,震災後
の混乱に乗じた悪質商法
への注意を呼びかけ [NK]

Sun.
27

Mar.

3月
27日
(日)
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全般 国/政治経済 原発/東電 自衛隊 米軍/米国 基礎的インフラ 生活/生産の基盤 学界/専門家組織

Mon.
28

Mar.

3月
28日
(月)

01:00 栃木県北部を震源と
する地震, M3.4,同県日光
市で震度3 [Y]

02:10 栃木県北部を震源と
する地震, M3.9,同県日光
市で震度3 [Y]

06:11 茨城県沖を震源とす
る地震, M4.7, 同県日立
市・福島県平田村・木県真
岡市などで震度3 [Y]

07:24 宮城県沖を震源とす
る地震, M6.5,同県石巻市
で震度5弱,同県気仙沼市・
岩手県大船渡市・山形県
酒田市・福島県双葉町な
どで震度4。 [Y]

07:27 7時24分の宮城県沖を
震源とする地震の3分後,
気象庁が津波注意報を同
県沿岸に発令。津波は確
認されず約1時間半後に解
除。津波意報は11日の本
震以来初めて [A]

10:19 宮城県沖を震源とす
る地震, M4.5,同県気仙沼
市で震度3 [Y]

15:45 安藤隆春・警察庁長
官が記者会見,「大半が居
住地で亡くなった阪神大
震災と違い,大津波で遠く
に流された遺体の確認は
より困難」 [Y]

20:08 茨城県北部を震源と
する地震, M4.1,同県常陸
太田市で震度3 [Y]

・国土地理院が浸水面積を
発表。宮城県が326平方
キロ(全体の7割以上), 福
島県が67平方キロ, 岩手
県が49平方キロ, 青森県
が2平方キロ [A]

13:20 鈴木文部科学副大臣,
岩手県大槌町を訪問 [A]

・菅政権,数兆円規模の「復
興交付金」を創設し,社会
資本の復旧費用のほぼ全
額を国で負担することを
検討 [A]

・菅首相,内閣官房参与とし
て新たに原子力専門家の
田坂広志・多摩大大学院
教授を起用。内閣参与は
震災後6人目 [A]

・菅首相,防衛省の災害対策
本部会議に出席。同省職
員や自衛隊員を激励 [NK]

・菅首相,元経済産業省原子
力安全・保安院の広瀬研
吉・東海大国際教育セン
ター教授(62)を内閣参与
に任命。 [A]

・北沢防衛相,被災地視察の
ため宮城県入り [NK]

・鈴木総務副大臣,統一地方
選の被災地における投開
票について, 「(特例法に
より)6ヶ月経過しても,な
お選挙ができる状況にな
い時は,再度法制上の措置
が必要」と言及 [NK]

・午前民主党の小沢元代表,
地元の岩手を訪れ達増県
知事と会談 [NK]

・自民・民主・公明3党の幹
事長会談で,国会議員の歳
費を4月から半年間,約3割
削減することで合意。震
災の復興財源に充てる [A]

・民主・自民両党, 思いや
り予算についての新協定
を30日の衆院外務委員会
で採決することで大筋合
意 [NK]

・自民党が統一地方選の政
策パンフレットを発表。
震災を受けて民主党批判
を封印。原子力政策には
触れず [A]

・自民党の石破茂政調会長,
震災を受けて統一地方選
公約集を差し替えると発
表 [NK]

・財務省,岩手・宮城・福島の
各県に災害救助費の国の
負担金として, 2010年度
予算の予備費から301億
円を支出すると決定 [NK]

・日銀が公開市場操作実施
を発表。短期金融市場な
どに計4兆4千億円の資金
供給 [A]

・日本経団連の米倉会長,復
興資金について「高速道
路無料化をやめ,子ども手
当も休止するべき」と指
摘 [NK]

00:10東電, 福島第1原発2号機にた
まった水から通常の炉内の1000
万倍の放射能を測定した根拠と
して前日発表したヨウ素134は,
「セシウム134だった」と訂正。こ
の直前に「コバルト56と間違えた
可能性がある」とも発表し, 情報
が錯綜 [A]

11:15 原子力安全委員会, 福島第1
原発2号機で見つかった高濃度の
汚染水は「一時溶融した燃料と接
触した格納容器内の水が,直接流
出した」とする推定を公表 [A]

11:35 東電, 福島第1原発南側の放
水口付近のほか,北側でも海水か
ら高濃度の放射性物質を検出し
たと発表 [A]

12:00頃 福島第1原発で被曝し, 放
射線医学総合研究所に入院して
いた作業員3人が退院。全身状態
に問題はなく,数日後に再度受診
して経過をみる [A]

17:30 東電, 福島第1原発2号機の
タービン建屋につながる屋外の
たて坑にたまった水から, 毎時
1000ミリシーベルト以上の放射
線を検出と発表。1, 3号機のたて
坑でも水がたまっているのを確
認 [A]

20:30頃 福島第1原発3号機で, 淡水
注入を消防ポンプから仮設電動
ポンプに切り替え [メルトダウン]

23:45頃 東電, 福島第1原発の敷地
内で21・22日に採取した土壌の
一部から微量のプルトニウムが
検出されたと発表。「人体に問題
になるものではない」と説明 [A]

・未明 東電, 圧力容器の損傷認め
る。容器の外と通じた状態になっ
ている可能性も [A]

・未明東電,福島第1原発2号機ター
ビン建屋内のたまり水に関する3
月27日夜の会見内容を訂正 [A]

・未明原子力安全・保安院,福島第
1原発2号機タービン建屋内で採
取した水に含まれる放射性物質
の測定結果が誤りだったことに
ついて,再発防止を東電に口頭で
指示 [A]

・東電,福島第1原発2・4号機の使用
済み核燃料プールが満水になっ
たと発表 [メルトダウン]

・東電が汚染水の排水先として計
画していた復水器が, 2・3号機で
ほぼ満水と判明 [メルトダウン]

・福島第1原発で, 2・3号機の建屋
外の復水貯蔵タンクの水を別の
圧力抑制室用貯水タンクに移し
替え,復水器内にある汚染度が低
い水を,復水貯蔵タンクに移し替
えて復水器を空にする玉突き排
水が開始 [A]

04:30 陸自:13旅団が新地町にて給食支援を開
始 [SDF]

06:00陸自:13旅団が相馬市役所及び須賀川市役所
での給食支援を開始 [SDF]

08:00陸自:13旅団が郷ヶ岡小学校及び中央台南中
での給水支援を開始 [SDF]

09:00陸自:13旅団が磯部小学校にて給水支援を開
始 [SDF]

09:08 陸自:13旅団が新地町にて給水支援を開
始 [SDF]

09:13陸自:14旅団が雄勝町大須小学校にて入浴支
援を開始 [SDF]

09:50 陸自:東北方面後方支援隊が宮城野区, 若林
区にて燃料巡回配布支援を開始 [SDF]

10:00陸自:13旅団がいわき市中央卸売市場にて給
水支援を開始 [SDF]

10:00陸自:13旅団が相馬市向陽中学校にて入浴支
援を開始 [SDF]

12:00陸自:第2施設団が宮戸島(鳴瀬地区)にて給水
支援を実施 [SDF]

16:15 陸自:第10師団が救援物資(民生品)を山元町
中央公民会館,山下中学校等へ輸送 [SDF]

18:39 陸自:第10師団が岩沼市(市民会館)にて給食
支援を実施 [SDF]

・陸自:13旅団が矢吹町松倉公民館にて給水支援開
始 [SDF]

・派遣規模は人員:約107,000名(陸災部隊:約70,000
名, 海災部隊:約15,200名, 空災部隊:約21,300名,
原子力災派部隊:約500名), 航空機:536機(回転翼
214機,固定翼322機),艦船:50隻 [SDF]

・カーニー米大統
領報道官, 福島
第1原発事故の
現状について,
「深刻なまま」と
の認識を会見で
提示 [A]

・米原子力規制委
員会のヤツコ委
員長,福島第1原
発の状況把握の
ため来日 [NK]

06:27 JR左沢線が全線で運行再開 [震災と

鉄道全記録]

12:00時点 NTT東日本が福島・宮城・岩
手・青森・山形・秋田・茨城・栃木・群
馬・千葉・埼玉・神奈川・新潟・東京・
長野・山梨の各都県で設置した特設公
衆電話は計2,308台 [W: NTT東日本]

12:00時点 NTT東日本が宮城・山形・福
島・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東
京・新潟・山梨・長野の各都県で設置
したインターネット接続コーナーは計
138 [W: NTT東日本]

13:00頃 NTT東日本によると, 復旧活
動により55の通信ビルを除き機能回
復。り障回線数も加入電話81,500回
線, ISDN7,500回線,フレッツ光23,300
回線計112,300回線にまで減少 [W: NTT

東日本]

14:00頃 NTTドコモによると, サービス
中断無線局数が690局まで減少 [W: NTT

東日本]

・JR東日本, 東北新幹線を4月下旬まで
に全線で復旧すると発表 [A]

・JR東日本高崎支社, 伊勢崎-小山間で
運休中の両毛線を30日に高崎-桐生駅
間で, 31日に全線で運行再開すると決
定 [J]

・JR仙石線,仙台市内の一部区間で運転
再開。県内在来線では震災後初 [3・11

東日本大震災]

・JRバス東北,福島-東京・横浜間で運行
再開 [W:国交省]

・JRバス東北・新常磐交通,仙台-いわき
間で運行再開 [W:国交省]

・宮城交通・庄内交通・山交バス,仙台-
酒田・鶴岡間で運行再開 [W:国交省]

・宮城交通・庄内交通・羽後交通,仙台-
本庄間でバス運行再開 [W:国交省]

・宮城交通・山交バス,仙台-上山間で運
行再開 [W:国交省]

・スカイマーク, 茨城空港発着の神戸・
新千歳・中部の全3路線を3月30日から
4月3日まで運休すると発表。福島原発
の事故の影響うけて [A]

・東北地方整備局, 3月28日までに16箇
所の直轄管理河川で緊急復旧工事を開
始 [W:東北地方整備局]

・東電,計画停電対象地域を25に細分化
した新たなグループ分けの運用を開
始 [NK]

・関西電力,関東での電力不足に対応す
るため, 火力発電所用の原油2万5000
リットル,液化天然ガス6万トンを東電
に融通したと発表 [NK]

・格付け会社ムーディーズ・ジャパン,
関西電力など電力8社と東京ガスの長
期格付けを格下げ方向で見直し。大阪
ガスの格付け見通しを「安定的」から
「弱含み」に変更したと発表 [NK]

・釜石ガス,釜石市の一部(284戸)が復旧
完了 [W:日本ガス協会]

・コスモ石油,千葉製油所で海上出荷を
一部再開 [W:コスモ石油]

08:00頃 日本オリンピック委員会の救
援医療チーム, 第1陣6人が被災地へ出
発 [A]

・アルパイン(福島県いわき市),本社と4
工場で操業再開 [A]

・アルプス電気(福島県いわき市),電子部
品をつくる市内の2工場で操業再開 [A]

・サッポロビール,千葉工場(千葉県船橋
市)が一部再開 [A]

・大正製薬,大宮工場の操業を休止。計
画停電に対応して [NK]

・日立化成工業,自動車用イオンリチウ
ム電池負極材の生産を山崎事業所(茨
城)で再開 [NK]

・トヨタ自動車,震災発生後国内前工場
で停止していた車両生産を一部再開。
堤工場(愛知県)と宮田工場(福岡県)で
ハイブリッド車3種を生産 [NK]

・三菱東京UFJ銀行, 4月4日から東電
管内のATMの営業体制を見直すと発
表 [NK]

・常陽銀行(茨城)の預金引き出し, 横浜
銀行をはじめ近隣9行の店頭窓口でも
可能に [NK]

・全国信用金庫協会と信金中央金庫,被
災地の信用金庫に対する資金支援の検
討を始めたとの報道 [A]

・日本損害保険協会,宮城県気仙沼市沿
岸など3地域について,地震保険を満額
を支払う「全損地域」と認定 [NK]

・日本損害保険協会と協会加盟の損保26
社, 地震保険の契約書類をなくした人
のために加入会社を調べる取り組みを
3月28日から開始 [A]

・プルデンシャル生命保険,被災した契
約者を対象に, 保険料を納めていなく
ても保険契約を最長9月末まで自動的
に延長することを決定 [NK]

・金融庁,大規模システム障害を起こし
たみずほ銀行に立ち入り調査に入るこ
とを通知。検査結果を踏まえて行政処
分に踏み切る方向 [A]

・財務省, 財団法人「塩事業センター」
の緊急用蓄塩約6300トンを追加放出。
いわき市の製塩メーカー工場の停止を
うけて [A]

・日本ユニシス,計画停電等で出勤が困
難な社員がいる企業向けに, 在宅勤務
を支援するサービスを3月28日から無
償提供 [NK]

・総務省,消防用設備等に係る工事着手
の届出についての措置に関する通知。
被災した建物の消防用設備等に係る工
事着手の届出を簡素化 [W:内閣府]

・経産省・国交省・環境省,被災した自動
車の処理について事務連絡 [W:内閣府]

・厚労省,休業で生じる派遣会社の損害
について, 契約にもとづき適切に賠償
するよう経団連などに要請 [NK]

・厚労省,第1回被災者等就労支援・雇用
創出推進会議 [W:厚労省]

・日本建築学会東北支部,「東北地方
太平洋沖地震災害調査速報(9)」を
発表 [建築雑誌; No.1622]

・日本建築学会東海支部,静岡県富士
宮市の地震被害調査速報をホーム
ページで公開 [建築雑誌; No.1622]

・日本建築士事務所協会連合会,「震
災復旧のための震災建築物の被災度
区分判定基準及び復旧技術指針講
習会」の実施について単位会事務局
に協力要請 [W: 日本建築士事務所協会連

合会]

・日本建築士会連合会,東日本大震災
に対する災害対策特別委員会を設
置 [W:日本建築士会連合会]

・日本都市計画家協会,震災復興再生
プロジェクトチームの意見交換会を
実施 [Planners; Vol.67]

・日本下水道協会,岩手県釜石市・大
槌町・宮古市とそれぞれ打ち合わ
せ。下水道の被害状況をヒアリン
グ [W:日本下水道協会]

・化学工学会,「震災に伴う東日本エネ
ルギー危機に関sる緊急提言」を発
表。その後4月5日, 13日に改訂 [W:

化学工学会]

・日本原子力学会,「内部被ばくにつ
いて」と題した記事を発表 [W:日本原

子力学会]

・日本学術会議, 「東北関東(東日本)
大震災の総合対応に関する学協会連
絡会(仮称)」のキックオフ会議を開
催 [W:土木学会]

・経済産業省と新エネルギー・産業技
術総合開発機構, 省エネを推進する
ため重点的に開発すべき技術や導入
シナリオを提示。「省エネルギー技
術戦略2011」としてとりまとめ [NK]

・NPO法人・宮城歴史資料ネットワー
ク, 「被災歴史資料保全活動の現場
と支援募金のお願い」を発表 [W: 歴

史資料ネットワーク]
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・認定NPO法人難民支援協
会, スタッフ2名とボラン
ティア2名で千葉県在住の
難民宅を訪問。情報提供・
カウンセリング・物資支
援を実施 [W:難民支援協会]

・日本盲人福祉委員会,被災
した視覚障害者向けに対
策本部を設置。支援金の
受付を開始 [W:日盲社協]

・特定非営利活動法人グッ
ドネーバーズ・ジャパン,
岩手県山田町で物資を配
布 [W:グッドネーバーズ・ジャ

パン]

・国際NGO ハビタット・
フォー・ヒューマニティ・
ジャパンの学生支部Same
Same but TOKAI, 募金活
動を開始 [W: ハビタット・

フォー・ヒューマニティ・ジャ

パン]

・部落解放同盟,カンパのた
めの口座開設を報告 [解放

新聞]

・福島県矢吹町災害ボラン
ティアセンター開設 [B:全

社協被災地支援・災害ボランティ

ア情報]

・福島県西郷村災害ボラン
ティアセンター開設 [B:全

社協被災地支援・災害ボランティ

ア情報]

・福島県会津美里町災害
ボランティアセンター開
設 [B:全社協被災地支援・災害

ボランティア情報]

・気仙沼市災害ボランティ
アセンター設立。日本国
際ボランティアセンター
が運営支援 [W: JVC]

・「飯舘村周辺放射能汚染
調査チーム」(京大・今中
哲二助教 代表)が飯舘村
で現地調査 [日大糸長研究室

文書]

・NTT労働組合, 震災で中
断していた春季労使交渉
を再開 [NK]

・文科省,福島県飯舘村で採
取した雑草から過去最高
値の放射性セシウムを検
出したと発表 [メルトダウン]

・菅政権,福島第1原発事故
による避難住民を支援す
るための対策本部を3月
29日に新設する方針固め
る [A]

・農水省,田畑の土壌の放射
性物質の濃度調査を開始
したことを表明 [A]

・食品安全委員会,検出が相
次ぐ放射性ヨウ素につい
て,現状の暫定基準を据え
置きを決定。セシウムは
意見がまとまらず引き続
き検討 [A]

・関東・東北の1都7県の知
事, 野菜の出荷制限対象
の範囲について,都道府県
単位の制限を細かな地域
単位に見直すよう国に陳
情 [A]

・東京・千葉・茨城・栃木・
群馬の5都県の知事, 枝野
官房長官・蓮舫食品安全
担当相と面会。食品安全
委員会の評価に基づく新
たな基準作りを急ぐよう
求める [A]

・宮城県,県産の葉物野菜の
放射性物質について,基準
値を下回ったと発表 [A]

・全国農業協同組合中央会
と出荷停止措置対象外の
埼玉・千葉両県を含む6県
の農協中央会会長ら, 官
邸で仙谷官房副長官に対
し,農産物の風評被害への
十分な補償実施などを要
望 [S]

・スカイマーク,茨城空港発
着の神戸・新千歳・中部
の全3路線を3月30日から
4月3日まで運休すると発
表。福島原発の事故の影
響うけて [A]

・池田経済産業副大臣,参院
予算委員会で福島第1原発
事故について「神のみぞ
知る」と答弁 [A]

・国立がん研究センター,福
島第1原発事故による人体
への影響について,「原子
炉で作業をする人を除け
ば,現時点で健康被害はほ
とんど問題はない」との
見解を発表 [A]

・中国電力の山下隆社長,
記者会見で原発推進を表
明 [NK]

・四国電力,福島第1原発事
故を想定し,伊方原発で特
別訓練を実施 [四国新聞]

07:45 選抜高校野球大会に
出る東北(宮城)が, 試合前
の練習で体をほぐす。斎
藤圭吾一塁手は「全力プ
レー,全力疾走を心がけた
い」 [A]

09:00 米ニューヨークに住
むアーティストらが復興
支援ライブ。4月9日まで
5回公演予定 [A]

11:07 選抜高校野球大会,
東北が0―7で大垣日大(岐
阜)に初戦敗退 [A]

12:35 スタジオジブリの宮
崎駿監督,アニメ映画の主
題歌発表会見で震災に言
及。「多くの困難や苦しみ
があっても,より美しい島
にしていく努力をするか
いがあると思っている。
今,あまりりっぱなことを
言いたくはないが,僕たち
は絶望する必要はない」
[A]

14:00 福島市出身のJリー
ガー茂木弘人選手(神戸),
瀬戸孝則・福島市長に義
援金30万円を手渡す [A]

・日本プロ野球選手会,震災
支援金として1億2千万円
の寄付を発表 [A]

・J1鹿島とJ2水戸, 17日ぶり
に練習を再開 [A]

・ユニコーン, PUFFYら200
組のアーティストの所属
事務所, ヤフーチャリテ
ィーオークションを通じ
て1年に渡り支援を行うと
発表 [NS]

・家電量販最大手ヤマダ電
機, 企業の節電対策に向
け消費電力の少ない発光
ダイオードのレンタル事
業を4月より開始との報
道 [NK]

・NECと富士通, 4月1日付け
で実施する予定だった人
事や組織変更を凍結 [NK]

・森永乳業,計画停電をきっ
かけに夏時間を導入 [A]

・国が指定・選定した文化
財の被害,東北・関東を中
心に400件超。国宝では
瑞厳寺, 大崎八幡宮, 阿弥
陀堂,清白寺仏殿など [NK]

・菅内閣,政府の震災への取
り組みを伝えるラジオ番
組「震災情報官邸発」を
開始 [A]

09:20東電,第2グループABCで計画停電を実施 [A]

18:00時点茨城県の水道,桜川市と茨城町で全世帯への通水
が再開し,断水は7市で計約3万1千世帯に減少 [I]

20:00時点茨城県内の放射線量は,北茨城市が毎時0.755マイ
クロシーベルト, 高萩市が0.943マイクロシーベルト,大子
町が0.124マイクロシーベルト [I]

・三菱東京UFJ銀行, 4月4日から東電管内のATMの営業体制
を見直すと発表 [NK]

・日本マクドナルドホールディングス,東電管内の24時間営
業店を全店(約700店)で再開すると発表 [NK]

・東京都大田区の大田市場で,震災の影響で下落していた一
部の野菜(茨城産キュウリなど)の価格が反発 [NK]

・大使館,震災後に一時閉鎖していた国のうち16カ国が東京
での業務を再開。欧州を中心とした13カ国は一時閉鎖の方
針を変えず [A]

・全国農業協同組合中央会と出荷停止措置対象外の埼玉・千
葉両県を含む6県の農協中央会会長ら,官邸で仙谷官房副長
官に対し,農産物の風評被害への十分な補償実施などを要
望 [S]

・相模原市,宇宙開発分野の研究拠点として交流のある被災
地・岩手県大船渡市などへの応援メッセージの募集を開
始 [KS]

・神奈中観光, JR相模線代替バス(門沢橋-海老名)を運行。4
月12日以降は計画停電実施時のみ運行 [W:国交省]

・横浜銀行,茨城や福島県内などに店舗網を持つ常陽銀行の
預金払い戻しに対応。カードや通帳・印鑑がなくても,本
人確認書類の提示があれば可 [KS]

・埼玉県, 震災で被害をうけた企業を支援するため, 制度融
資の適用条件を改定 [NK]

・さいたまスーパーアリーナで,町機能ごと移転している福
島県双葉町の臨時議会が開会 [A]

・埼玉県の旧県立騎西高校では,さいたまスーパーアリーナ
に集団避難している福島県双葉町の住民の移転にそなえ,
教室などの居住場所に畳が敷かれる [S]

・埼玉県加須市の騎西商工会,商工会内に「加須市騎西商工
会双葉町支援委員会」を発足。「同じ日本人として何かし
ないといけない」 [S]

・大妻嵐山中学・高校(埼玉県)は, 東日本大震災で被災し学
校の近くに避難している女子中高生を新学期から短期間で
も受け入れることを発表 [A]

・埼玉県熊谷市と地元企業,被災者を長期的に受け入れる態
勢を整えようと,自立支援のための「東北関東大震災オー
ル熊谷自立支援ネットワーク」を発足 [S]

・大正製薬, 大宮工場の操業を休止。計画停電に対応し
て [NK]

・千葉県, 東日本大震災で一部が壊れた住宅を対象に, 独自
の再建支援策を講じる方針を固める [A]

・「かんぽの宿」(千葉県),いわき市の介護老人保健施設「小
名浜ときわ苑」入所者・職員を丸ごと受け入れ, との報
道 [NK]

・千葉・東京・茨城在住のスリランカ人,「スリランカボラ
ンティア協会」をつくり,千葉県旭市の避難所で手作りの
カレーをふるまう [A]

・茨城県内の避難住民は,全体で2060人。このうち福島県内
からの避難者が1125人 [I]

・茨城県など5都県知事, 枝野官房長官を訪問。食品衛生法
の暫定基準値見直しなどを求める緊急要望書を直接手渡
す [I]

・茨城県内のまき網漁業者の一部,東日本大震災後初めて操
業を再開 [I]

・常陽銀行(茨城)の預金引き出し,横浜銀行をはじめ近隣9行
の店頭窓口でも可能に [NK]

・JR水戸支社,設備損壊で運転を見合わせていた常磐線土浦-
勝田駅間の列車の運転を, 3月31日から再開すると発表 [I]

20:30頃 被災した福島県富岡町の認知症
女性(62・無職), 新潟県上町の林道で凍
死 [A]

・午前福島県双葉町議会臨時会,さいたま
スーパーアリーナの会議室で開催 [A]

・文科省, 福島県飯舘村で採取した雑草か
ら過去最高値の放射性セシウムを検出し
たと発表 [メルトダウン]

・福島県と原子力安全・保安院, 飯舘村の
依頼を受け, 20行政区の田畑・住宅・公
園などの大気・土壌の放射性濃度を測定
するため70サンプルを採取 [FP]

・富岡町,避難先集約の一環として,田村市
や郡山市に避難していた町民約370人を
大玉村に再避難させる [FP]

・いわき市, 罹災した住民らが入居する住
宅を2,300戸確保。高齢者や障害者を優
先し4月中旬に入居の予定 [FP]

・飯舘村, 新学期から村内幼稚園と小・中
学校の授業を川俣中などで行うことを決
定。村内からスクールバスで送迎 [FP]

・郡山市のビッグパレットふくしまに避難
している川内村は, 同市の空き教室か廃
校を借り, 村独自に学校を開設して村の
教諭を配置したい旨を市に要望 [FP]

・福島地裁・家裁, 3月28日からすべての裁
判を再開。相馬・いわき両支部は緊急性
のある事件のみ [A]

・警察庁,福島第1原発から半径20キロの避
難指示圏内にある大熊町内で3月27日に
男性遺体を発見するも, 放射線量の多さ
から収容作業を断念したと明らかに [A]

・東北新幹線の那須塩原―福島駅間, 4月中
旬に再開するとJR東日本が発表 [FP]

・宮城県内の被害総額, 3月28
日時点で, 1兆1578億円に上
ることが,県災害対策本部の
調べで判明。新年度一般会
計当初予算を大きく上回る。
さらに膨れ上がる見通し [K]

・宮城県災害対策本部, 県内
の住宅の被害状況を初め
て公表。全壊あるいは一
部が損壊した住宅は, 3月28
日20:30時点で22市町村の計
4971棟 [K]

・宮城県,震災で発生したがれ
きの処理に着手。1年以内の
撤去, 3年以内の処理を目指
す [K]

・宮城県,石巻・気仙沼両市の
冷凍・冷蔵庫内の水産物が,
津波による被害や停電で腐
敗する恐れがあると県災害
対策本部会議で報告 [K]

・宮城県,仮設住宅を建設する
沿岸13市町のうち, 12市町で
第1次の工事は始まる [K]

・宮城県,春の定期人事異動を
発表。当初予定を大幅に凍
結し, 総数は前年度の5分の
1。過去最少の266人 [K]

・村井県知事,省庁別に分かれ
た現行補助制度を一本化す
るよう国に求めていること
を,記者会見で表明 [A]

・村井県知事,性犯罪の前歴者
にGPS形態を義務付ける条
例の導入について,結論の先
送りを表明 [A]

・宮城県教育委員会が3月26日
に発表した教職員人事で,東
日本大震災で死亡した南三
陸町の男性教諭が異動名簿
に掲載されていたことが判
明 [K]

・宮城県物産振興協会,東京・
池袋のアンテナショップの
物販スペースを被災地の中
小企業に開放することを決
定 [K]

・宮城県,県産の葉物野菜の放
射性物質について,基準値を
下回ったと発表 [A]

・仙台市, 土砂崩れの恐れが
あるとして, 太白区緑ヶ丘4
丁目北部の住民に避難勧告。
市が二次災害に備えて避難
勧告を出すのは震災後初 [K]

・仙台市内の労働局で,経営者
向けの相談・説明会を1日5
回開催 [NK]

・仙台市, 近郊の湯名温泉地
の協力を得て,避難所で生活
する人に入浴サービスを提
供 [NK]

13:20鈴木文部科学副大臣,岩
手県大槌町を訪問 [A]

・岩手県,運転免許証を再交付
する臨時窓口を開設 [A]

・岩手県,個人からの義援物資
の受け付け登録を開始。ボ
ランティア団体による受付
センターを設け,物資を送り
たいという声に応える [W:岩

手日報]

・午前 民主党の小沢元代表,
地元の岩手を訪れ達増県知
事と会談 [NK]

・大船渡市,東日本大震災で被
災した家屋の罹災証明書の
発行を開始 [W:岩手日報]

・岩手県の食材メーカー,「南
部どり」約100万羽処分せざ
るを得ずとの報道。震災で
餌が行き渡らないため [A]

・各国の大使館, 震災後に一
時閉鎖していた国のうち16
カ国が東京での業務を再開。
欧州を中心とした13カ国は
一時閉鎖の方針を変えず [A]

・アメリカ:住民ら約30人がペ
ンシルバニア州のスリーマ
イル島原子力発電所前に集
まり,「核反対」の横断幕を
掲げ,ろうそくをともして日
本の被災者らに祈りを捧げ
た [A]

・韓国政府が移動式発電機設
備4台を提供することを外務
省(日本)が発表。3月29日に
横浜港に到着予定 [A]

・タイ:保健省, 日本から輸入
した茨城県産サツマイモか
ら微量の放射線が検出され
たと発表 [NK]

‐中国:国家品質監督検査検疫
総局から放射線量の異常を
指摘されていた商船三井の
船,貨物を下ろさずにアモイ
港から神戸港へ引き返して
いたことが判明 [A]

・中国:支援物資の第2陣,日本
の成田空港に到着 [RJ]

・中国:「愛は国境を越える-
3.11ろうそくの夕べ」公演準
備委員会,同公演を4月1日夜
7時から10時にビクトリア・
パークで開催することを決
定したと表明 [RJ]

・フランス:原子力安全機関の
ラコスト総裁, 福島第1原発
から放出される放射性物質
は「半径30キロを優に超え,
一部産品に影響出ているの
は明らか。100キロを優に超
えて放射能汚染が確認され
てもおかしくない」 [メルトダ

ウン]

・リビア:ベンガジの元裁判所
の建物に,被災した日本を応
援するポスター張られたと
の報道 [A]

・IAEA(国際原子力機関)の天
野之弥事務局長,政府高官会
議を6月にウィーンで開催す
るよう理事国に提案したと
発表。原発事故の安全対策
などを協議 [A]

・国連の集計によると,諸外国
の政府や企業・団体から日
本へ, 225億円相当の支援物
資や資金の提供 [A]

Mon.
28

Mar.

3月
28日
(月)
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Mon.
28

Mar.

3月
28日
(月)

・東電がフランス電力や仏・アレバ
などフランス公営企業・仏原子力
庁に支援を要請していたことが
判明 [NK]

・東電, 福島第1原発北側の海水か
ら最大で安全基準の1150倍の放
射性物質が検出されたと発表 [A]

・原子力安全委員会の斑目委員長,
高放射線量の汚染水対応につい
て「知識持ち合わせず」との発
言 [メルトダウン]

・枝野官房長官,東電がベントの早
期実施に応じず放射性物質濃度
の発表データを2度訂正したこと
について,強く批判 [メルトダウン]

・枝野官房長官,福島第1原発から半
径20キロ圏内の避難指示に関し
て,「立ち入らないで」と要請 [メ

ルトダウン]

・防衛省が福島原発空撮映像を公
開。27日午前に自衛隊のヘリコ
プターが撮影 [A]

・中国の三一重工が寄付した生コ
ン圧送機が福島県に到着。高さ
62メートルから放水可能 [A]

・福島第1原発の復旧作業に各社
が派遣した人数と作業内容が判
明。東京電力が復旧全般に450人,
IHIが冷却システムと復旧支援な
どに30人,関電工が制御危機の復
旧などに延べ200～300人,東京エ
ネシスが電気設備関連の作業な
どに50人,日立製作所が発電所の
機器類の交換などに170人, 東芝
が仮説電源の設置などに100人以
上, 大成建設ががれき撤去と燃
料運搬などに130人,鹿島が8人待
機 [A]

・東電への緊急融資まとまる。大
手銀行8金融機関から2兆円超。
融資実行を28日以降正式に決定
し,月内にも東電に貸し出す [A]

・厚労省,日本経団連や日本人材派遣協
会などに対して, 震災や計画停電によ
る事業縮小の場合でも派遣労働者の雇
用をできる限り継続するよう要請 [A]

・厚労省,被災地でのがれき撤去作業に
関連して, アスベストを含む粉じん対
策のため作業員に防塵マスクを着用さ
せるよう建設業関係8団体に要請 [A]

・国交省,第1回被災者向けの住宅供給の
促進等に関する検討会議 [W:国交省]

・林野庁,仮設住宅向けの国産合板の安
定供給を関係団体に要請 [NK]

・文科省,全都道府県の教育委員会に対
し, 高校入試に合格しながら県外に避
難した被災地の中学3年生について学
力試験を免除のうえ面接等で公立高校
への入学を認めるよう要請。新高2・
高3が同様に避難先で高校に転校する
場合も「弾力的な対応を」 [A]

・法務省,平成23年東北地方太平洋沖地
震発生等による研修・技能実習に係る
取扱いについて通知。再入国許可を取
得せず途中帰国した技能実習生等につ
いては上陸特別許可で対応 [W:内閣府]

・法務省,戸籍情報の流出について,法務
省に保存してある複写によってほぼ復
元できることを確認 [NK]

・警察庁,検死を終えた1万780体の震災
犠牲者の遺体のうち25%強に当たる
2750体の身元が判明していないと発
表 [A]

・仙台高裁・地裁・家裁, 3月28日から刑
事・少年の裁判を再開。4月1日からは
民事・家事の裁判も再開の予定 [A]

・福島地裁・家裁, 3月28日からすべての
裁判を再開。相馬・いわき両支部は緊
急性のある事件のみ [A]
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・スカイマーク,茨城空港で運航している神戸・新千歳・中
部便を, 3月30日～4月3日の5日間,運休すると発表 [S]

・群馬県の大沢知事,基準値上回る放射性物質を検出した農
作物が出荷停止になっている問題で,出荷停止解除の判断
基準を明確化するよう枝野官房長官や鹿野農水相らに要
望 [J]

・JR東日本高崎支社, 伊勢崎-小山間で運休中の両毛線を30
日に高崎-桐生駅間で, 31日に全線で運行再開すると決定 [J]

・仙台高裁・地裁・家裁, 3月
28日から刑事・少年の裁判
を再開。4月1日からは民事・
家事の裁判も再開の予定 [A]

・日弁連の宇都宮会長,仙台市
若林区を視察 [K]

・JR仙石線, 仙台市内の一部
区間で運転再開。県内在来
線では震災後初 [3・11東日本大

震災]

・東北地方整備局,仙台空港ア
クセス鉄道のトンネル内の
排水に着手 [日経コンストラク

ション; 4/11]

・笹かまぼこ大手の阿部蒲鉾
店,半壊した仙台市泉区の工
場を修理し生産を再開 [K]

・北沢防衛相,被災地視察のた
め宮城県入り [NK]

・名取市の12の小・中学校,授
業を臨時に再開 [NK]

・七ヶ浜町では,コミュニティ
バスぐるりんこ6路線が運行
を再開 [W:国交省]

・女川町で, 2～4階建てビルが
4棟以上, 基礎ごと倒れてい
たことが早稲田大学柴山智
也教授らの調査で判明 [A]

・南三陸町,町災害対策本部の
ある総合体育館(志津川)の
敷地内にプレハブの仮庁舎
が完成。通常業務を再開 [K]

・南三陸町にて,町災害ボラン
ティアセンターが被災現場
で写真や卒業文集などを探
し出す活動を開始 [K]

Mon.
28

Mar.

3月
28日
(月)
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Tue.
29

Mar.

3月
29日
(火)

08:51 岩手県沖を震源とす
る地震, M4.3,同県釜石市
で震度3 [Y]

16:05 福島県沖を震源とす
る地震, M4.3,同県田村市
などで震度3 [Y]

19:54 福島県沖を震源とす
る地震, M6.4,宮城県石巻
市・福島県郡山市などで
震度4 [Y]

・気象庁, マグニチュード
7.0以上の余震の発生確率
について, 4月1日までの3
日間が10%, その後の3日
間も10%へと下方修正 [A]

・測量会社のパスコの見積
もりでは, 浸水域を約475
平方キロメートルとの報
道。青森から茨城沿岸の
衛星画像を解析 [A]

・総額92兆4116億円で過去
最大の2011年度予算が成
立。参院本会議で野党の
反対多数で否決されたが,
衆院の優越により成立 [A]

・政府, 被災自治体で一律
に固定資産税などを軽減
する地方税法改正案を今
国会に提出する方針を決
定 [NK]

・被災者生活支援特別対策
本部の下部組織である「被
災地の復旧に関する検討
会議」(座長:平野内閣府副
大臣)が初会合 [A]

・菅首相,参院予算委員会で
震災後初めての国会答弁。
震災翌朝の福島第1原発の
視察が東電の初動の遅れ
を招いたとの野党の指摘
に反論 [A]

・共産党の志位委員長が国
会内で藤井首相補佐官と
会談。原発事故の被災地
対応について緊急提言を
申し入れ [NK]

・総務省, 4月の統一地方選
のうち,新たに茨城県水戸
市長選と同市議選の延期
を発表。岩手・宮城・福島
3県以外では初。延期は計
60件に [NK]

・ジュネーブで開かれた
WTOの貿易交渉委員会に
て,小田部陽一・ジュネー
ブ国際機関代表部大使が
「不当な輸入禁止などの措
置をとらないようお願い
する」と呼びかけ [A]

02:00福島第1原発1号機, 原子炉の
温度が329度と再び上昇傾向に転
じ,通常運転時の温度(285度)を超
える [A]

08:30頃 福島第1原発1号機, 淡水の
注入を消防ポンプから電動ポン
プに切り替え [メルトダウン]

10:20頃 原子力安全・保安院, 福島
第1原発のたて坑にたまった汚染
水について「あふれ出ている形跡
は今のところ確認できないが,念
には念を入れて調査するよう指
示した」 [A]

11:50 福島第1原発4号機の中央制
御室で照明が復旧。同原発すべ
ての中央制御室で明かりがとも
る [A]

12:03 福島第1原発3号機そばの屋
外で作業していた協力企業の3人
が, 配管内にたまった水をかぶ
る。東電は「水を拭き取った結
果,身体に放射性物質の付着はな
かった」 [A]

14:15頃 東電, 福島第1原発3号機に
放水 [メルトダウン]

15:00 東京株式市場で東電株が前
日比130円安い566円で取引終了。
「国有化案が浮上」と報じられ売
りが殺到 [A]

・福島第1原発2・3号機で汚染水を
復水器に入れる玉突き作戦が開
始 [メルトダウン]

・原子力安全・保安院,福島第1原発
1・2号機トレンチで汚染水が見つ
かった件の調査を東電に指示 [メ

ルトダウン]

・原子力安全・保安院,プルトニウ
ムが検出されたことについて「憂
うべき事態」 [メルトダウン]

・原子力安全委員会, 福島第1原発
2号機が高温にもかかわらず圧力
上がらないことから圧力容器内
損傷の可能性に言及 [メルトダウン]

・枝野官房長官, 福島第1原発敷地
内でのプルトニウム検出につい
て,核燃料や格納容器損傷の可能
性に言及 [メルトダウン]

・菅首相, 参院予算委員会で, 福島
第1原発を廃炉にする可能性が高
いとの見解を提示 [A]

・菅首相,参院予算委で原発視察が
ベント遅れにつながったとの指
摘をうけ,「全くあたっていない」
と反論 [メルトダウン]

・東電, 4月1日予定の2011年度の入
社式を中止とすると発表 [A]

・仏原子力アレバ,放射性物質の除
去などに関する専門家5人を日本
に派遣することを明らかに [NK]

04:30陸自:13旅団が新地町で給食支援を開始 [SDF]

05:00 陸自:10師団が岩沼市(市民会館)で給食支援
を開始 [SDF]

06:00 陸自:13旅団が相馬市役所で給食支援を開
始 [SDF]

07:10 空自:北空派遣隊(山田)が山田町内にて炊出
し開始 [SDF]

07:14原子力:CH-47(サーモグラフィ・放射線測定
機搭載)×1機による福島第1原発上空モニタリン
グ開始(07時50分終了) [SDF]

07:35空自:北空派遣隊(山田)が,山田町内で巡回医
療を開始 [SDF]

08:00 陸自:13旅団がいわき市内で給水支援を開
始 [SDF]

08:03 空自:北空派遣隊(山田)が山田町内で給水支
援 [SDF]

08:06 空自:北空派遣隊(山田)が山田町内にて道路
警戒を開始 [SDF]

08:30 海自:八戸航空基地隊が災害ごみ搬出支
援 [SDF]

08:44海自:「おおすみ」が寒風沢漁港地区被災者
に第1回入浴支援 [SDF]

08:55 陸自:12旅団が須賀川市にて給水支援を開
始 [SDF]

08:57原子力:偵察航空隊RF-4E×1機が福島第1原
発の航空偵察のため百里を離陸(09時35分百里着
陸) [SDF]

09:00海自:横須賀警備隊が石巻市内にて入浴支援
を実施 [SDF]

09:01海自:第21航空群UH-60J×1機が三陸沖を捜
索 [SDF]

09:06 空自:偵察航空隊RF-4E×1機が被災地の航
空偵察のため百里離陸(10時08分百里着陸) [SDF]

09:07海自:第4航空群P-3C×1機が房総沖から三陸
沖を状況偵察 [SDF]

09:11 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(パン)を名古屋から松島へ空輸 [SDF]

09:20空自:第3輸送航空隊C-1×1機が救援物資(医
薬品,食料)を美保から松島へ空輸 [SDF]

09:30海自:第111航空隊のMH-53E×1機が救援物
資(生活用品1,082kg)を「ひゅうが」に搬送 [SDF]

09:41 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(パン,民生品)を小牧から松島へ空輸 [SDF]

09:42 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(パン)を小牧から松島まで空輸 [SDF]

09:52海自:「ひゅうが」が大島にて入浴支援を実
施(計40名) [SDF]

10:00 空自:松島基地が周辺住民に入浴支援を開
始 [SDF]

10:11海自:「おおなみ」が桂島被災者に救援物資・
水30箱を提供 [SDF]

10:13 海自:「のと」が陸自北方大型トラック2台,
軽油ドラム缶96本を函館から大湊に輸送 [SDF]

10:15空自:第2輸送航空隊C-1×1機が救援物資(水,
毛布)を入間から花巻まで空輸 [SDF]

10:20海自:「おおなみ」が朴島被災者にガソリン
(ドラム缶1本)を提供 [SDF]

10:22海自:「せとぎり」が寒風沢島被災者に救援
物資・水30箱を提供 [SDF]

10:24空自:第3輸送航空隊C-1×1機が救援物資(医
薬品,食料)を美保から松島まで空輸 [SDF]

・米軍横田基地
の米兵, トモダ
チ作戦の支援
活動について説
明 [A]

・米エネルギー省
のライヨンズ次
官, 上院エネル
ギー天然資源委
員会にて, 福島
第1原発に遠隔
操作可能なロボ
ットを送ったこ
とを証言 [A]

09:00出光興産,日立油槽所(茨城県日立
市)の桟橋が復旧。3千klのガソリン等
を積んだ石油タンカーが着岸 [A]

10:00 仙台港北IC, 松島方面の流入のみ
利用可能に [W: NEXCO]

12:00時点 NTT東日本が福島・宮城・岩
手・青森・山形・秋田・茨城・栃木・群
馬・千葉・埼玉・神奈川・新潟・東京・
長野・山梨の各都県で設置した特設公
衆電話は計2,329台 [W: NTT東日本]

12:00時点 NTT東日本が青森・岩手・宮
城・山形・福島・茨城・栃木・群馬・埼
玉・千葉・東京・新潟・山梨・長野の
各都県で設置したインターネット接続
コーナーは計161 [W: NTT東日本]

20:00 仙台東部道路, 仙台東IC-利府JCT
間で被災した橋梁復旧のため仙台
東IC-利府JCT間で再び通行止め [W:

NEXCO]

・JP東海, 2011年度の設備投資計画を発
表。現時点で3560億円と連結ベース
で過去最高を見込む。リニア開業準備
や東海道新幹線の地震対策も含め高水
準を維持 [NK]

・警視庁,震災のため交通規制していた
三陸自動車道の鳴瀬奥松島―登米東和
間について, 3月30日午前6時に規制解
除すると発表 [A]

・近鉄バス・福島交通,福島・郡山-京都・
大阪間で運行再開 [W:国交省]

・近鉄バス・宮城交通,仙台-京都・大阪
間で運行再開 [W:国交省]

・国交省,特車許可審査事務の迅速化に
ついて事務連絡。特殊車両通行許可申
請の「目的地」又は「出発地」が被災地
周辺の場合は最優先で処理 [W:内閣府]

・パイオニア,被災地で通行可能な道路
を同社製のカーナビゲーションシステ
ムに表示するサービスを, 4月1日から
開始すると発表 [NK]

・国土交通省, 仙台空港の3千メートル
の滑走路で土砂やがれきの除去, 舗装
の補修点検を完了。全面使用可能と発
表 [NK]

・経産省, 火力発電所に係る定期事業
者検査時期の弾力化について事務連
絡。定期検査の実施時期の延長が可能
に [W:内閣府]

・気仙沼市(ガス水道部), 供給区域の一
部(158戸)が復旧完了 [W:日本ガス協会]

・出光興産, 日立油槽所の入出荷を再
開 [W:出光興産]

・資源エネルギー庁, 宮城県女川町・東
松島市, 福島県新地町に仮設ミニSSを
設置 [W:経産省]

・首都圏の給油所について,震災による
ガソリン不足が解消されつつある, と
の報道 [NK]

08:50 松本防災担当相, がれき処理にか
かる費用の全額を国が負担する方針を
国会で正式表明 [A]

・日立製作所,重電部門の主力工場が本
格的に再稼働 [A]

・古河電池(福島県いわき市), 3月31日ま
でに設備の点検・整備を終え, 4月1日
に車載用電池などの生産を再開すると
発表 [A]

・銑鉄生産は,業界団体によると約10%減
との報道。新日本製鉄の釜石製鉄所・
住友金属の鹿島製鉄所が震災の影響で
操業停止したことで [A]

・銅生産は, 業界団体によると約40%減
との報道。三菱マテリアルグループの
小名浜精錬所・JX日鉱日石金属グルー
プの日立精銅工場が震災の影響で操業
停止したことで [A]

・亜鉛生産は,業界団体によると約70%減
との報道。DOWAグループの秋田製
錬・三井金属興業グループの八戸製
錬・東邦亜鉛の小名浜精練所が震災の
影響で操業停止したことで [A]

・紙・板紙生産は,業界団体によると約
10%減との報道。いわき大王製紙・日
本製紙石巻工場が震災の影響で操業停
止したことで [A]

・木材合板生産は,業界団体によると約
25%減との報道 [A]

・印刷用インキの生産は,業界団体によ
ると約40%減と報道 [A]

・エチレン生産は,業界団体によると約
25%減との報道。三菱化学の鹿島事業
所・丸善石油化学の千葉工場が震災の
影響で操業停止したことで [A]

・セメント生産は, 業界団体によると
8%減との報道。太平洋セメント大船
渡工場などが震災の影響で操業停止し
たことで [A]

・電子情報技術産業協会,各工場操業時
間をずらしつつ一定の生産量を確保す
る方法を経産省と調整へ。東電の大幅
な電力供給不足に対応 [A]

・農水省,津波で浸水被害を受けた田畑
が,青森から千葉にかけての太平洋岸6
県で2万3600ヘクタールに達するとの
調査結果を発表 [A]

・日本経団連の米倉会長,今夏の電力不
足への対策として業界ごとに自主的な
節電計画を作成する方針を記者会見で
提示 [A]

・日本信用情報機構,被災者を対象に延
滞登録を緩和すると発表 [NK]

・厚労省,厚生年金基金及び国民年金基
金の掛金等の納付期限の延長等につい
て通知 [W:内閣府]

・厚労省,被災地での遺体埋葬に必要な
死体検案書の作成料を災害救助法の対
象とし, 全額公費負担にすることを決
定 [A]

・厚労省,保健師不足にあえぐ福島県へ
の派遣人数を増やすことを決定。同省
技官の保健師4人を派遣 [A]

00:00日本地理学会,災害対応本部WP
で「2.5万分の1津波被災マップ」公
開 [地理; 6月号]

・土木学会, 農水省・JAPICと「津波
による廃棄物対策」について打ち合
わせ [W:土木学会]

・日本建築学会東北支部,「東北地方
太平洋沖地震災害調査速報(10)」を
発表 [建築雑誌; No.1622]

・日本建築士事務所協会連合会,第112
回建築士事務所協会全国会長会を開
催。東日本大震災への対応について
報告 [W:日本建築士事務所協会連合会]

・日本都市計画学会, 防災・復興問
題研究特別委員会第2回準備会を開
催 [W:日本都市計画学会]

・日本下水道協会, 岩手県大船渡市・
陸前高田市とそれぞれ打ち合わせ。
下水道の被災状況をヒアリング [W:

日本下水道協会]

・日本弁護士連合会,被災した外国人
向けの電話相談を開始 [A]

・東京弁護士会,「東北地方太平洋沖
地震等における被災者等の債務負
担の軽減等を求める会長声明」を発
表 [W:東京弁護士会]

・東京弁護士会,東京都知事及び東京
都教育庁に対して, 「東北地方太平
洋沖地震に伴う被災地からの児童・
生徒の受入れ等に関する要望書」を
提出 [W:東京弁護士会]

・日本社会福祉士会, 3月29日付で「遠
隔地避難所における支援についての
調査」を都道府県社会福祉士会に依
頼 [W:日本社会福祉士会]

・日本税理士会連合会, 民主党税制
改正プロジェクトチーム等に宛て,
「東北地方太平洋沖地震に関連す
る要望事項)を提出 [W:日本税理士会連

合会]

・日本看護協会, 3月29日～4月1日お
よび4月4日以降, 福島県に災害支援
ナースを派遣 [W:日本看護協会]

・日本薬剤師会に,厚労省医薬食品局
長より「被災地への薬剤師の派遣
について」の依頼文書。日本薬剤師
会は,支援薬剤師の「当面(4月1日～
15日)の必要数」を各都道府県薬剤
師会に文書で連絡, 調整・協力を依
頼 [W:日本薬剤師会]

・国立感染症研究所感染症情報セン
ター, 被災地・避難所における予防
対策に向け, 「被災地におけるレプ
トスピラ症について」を公表 [W: 国

立感染症研究所]

・日本機械学会,緊急タスクフォース
の設置を理事会で了承 [W: 日本機械

学会]

・野村総合研究所,「東北地方太平洋
沖地震に伴うメディア接触動向調
査」(3月19日～20日に実施)の結果
を公表 [W:野村総合研究所]
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市民社会 原発事故の影響 文化/風俗/メディア 東京圏/計画停電 福島県 宮城県 岩手県 海外動向

・NPO法人アースデイマ
ネー・アソシエーション
によると,被災者のホーム
ステイ受け入れ先として
3725世帯が登録, 2世帯に
被災者が入居 [A]

・ざま災害ボランティア
ネットワーク,神奈川県立
座間高校において,未使用
のタオルやバスタオルな
どの支援物資の受け付け
を開始 [KS]

・夜 被災地で活動した日
本国際ボランティアセン
ター事務局長の清水俊弘
さんらによる緊急報告会,
川崎市のエポックなかは
らで開催 [KS]

18:30 原子力資料情報室,
「第73回原子力資料情報
室緊急!公開研究会」を開
催 [W:原子力資料情報室]

15時 連合本部, 経済産業省
別館で,高原中小企業庁長
官に東北地方太平洋沖地
震への緊急対策を要請 [W:

連合]

・文科省,浪江町の国道399
号沿いの累積放射線量に
ついて,人工被曝年間限度
の約5倍(5.743ミリシーベ
ルト)と発表 [メルトダウン]

・原子力災害対策本部, 福
島第1原発周辺の被災者を
支援するため,新たに「原
子力被災者生活支援チー
ム」を設置することを決
定 [NK]

・海江田経産相, 福島第1
原発事故に伴う損害賠償
を議論する組織を立ち上
げる方針を記者会見で表
明 [A]

・農水省,原発事故に伴う出
荷制限で被害を受けた農
家への補償について,農協
を通じて仮払金を支払う
方向で調整に入った [FP]

・水産庁,原発事故を受け放
射性物質が水産物に与え
る影響について,関係する
都県や漁業関係団体など
に説明 [NK]

・国交省,国内10空港周辺の
放射線量などを掲載した
専用サイトを開設すると
発表 [NK]

・食品安全委員会,放射性セ
シウムの体への許容量に
ついて現状の暫定基準で
妥当と結論。しかし,明確
な見解は示さず厚生労働
省に判断を委ねる [A]

・北千葉広域水道企業団,江
戸川を水源とする北千葉
浄水場で3月22日に採取
した水から,国の暫定基準
値を超える336ベクレル
の放射性ヨウ素を検出し
たと発表 [NK]

・国の基準値を超える放射
性ヨウ素が一時検出され
た東京都水道局の金町浄
水場の水道水,八王子市の
一部地域にも給水されて
いたことが判明 [A]

・虎ノ門病院,福島第1原発
の復旧作業に当たる作業
員が被曝した場合の治療
のため,血液の細胞を採取
し凍結保存しておく態勢
が整ったと発表 [A]

・東大医学部付属病院院長,
皇后に「乳児と放射線被
曝について」説明 [皇室; 51]

・四国電力,伊方原発の運転
状況など説明する住民の
対象を半径10キロ圏から
20キロ圏に拡大すること
を表明 [A]

14:00 大阪・長居スタジア
ムで, サッカー日本代表
とJリーグ選抜との慈善試
合を見ようと,キックオフ
の5時間以上前から長蛇の
列 [A]

17:45長崎県美術館,英国の
ロックミュージシャン,ジ
ミー・ペイジさんの来日
が中止になったと発表。
4月の同館主催のトーク
ショーに出演予定で,同館
は「本人は出席を強く希
望したが,英国政府の渡航
自粛勧告で断念せざるを
えなかった」 [A]

19:25頃 大阪・長居スタジ
アムで, 大歓声の中, サッ
カー日本代表対Jリーグ選
抜の慈善試合がキックオ
フ。試合前,選手とサポー
ターが震災犠牲者に1分間
の黙祷 [A]

・ジャニーズ事務所,震災支
援プロジェクト「March-
ing J」の立ち上げを発表。
所属タレントが全員参加
する募金活動を東京・代々
木第1体育館で行う [NS]

・震災復興宝くじ,今夏にも
都内で発売と発表 [A]

・日本財団,震災の死者・行
方不明者1人あたり5万円
の弔慰金・見舞金を遺族
や親族に送ると発表 [A]

・ゲームサイト運営会社
DeNA, 被災者を対象に,
50人から100人をめどに
契約社員として雇用する
と発表 [A]

・「本とあそぼう 全国訪問
おはなし隊」(講談社主催)
が, 約100人の被災者が過
ごす東京ビックサイトを
訪問 [A]

・ギネス記録を持つ似顔
絵画家が来日。埼玉スー
パーアレーナで似顔絵教
室を開催 [NS]

・12月期決算企業の株主総
会が3月29日以降本格化。
余震があった場合の防災
対策について,企業が取り
組みを強化 [NK]

・ロックバンド, スピッツ
のボーカル草野マサムネ
(43),震災報道によるスト
レスで急性ストレス障害
に。3週間療養すると公式
HPで発表 [NS]

・ブリヂストン, AC広告か
ら,お見舞い文を一部つけ
た企業広告オンエアへ移
行。東北6県を除く [宣伝会

議; No.815]

18:00時点茨城県内の放射線量は,北茨城市が毎時0.719マイ
クロシーベルト, 高萩市が0.864マクロシーベルト,大子町
が0.124マイクロシーベルト [I]

18:00時点 茨城県の水道, 神栖市約2万6千世帯, 潮来市2500
世帯など計3万世帯が断水 [I]

・東電,計画停電の実施を前夜の発表通り朝から見送り [A]

・東京都, 被災地支援や都内の防災対策強化のため, 1000億
円規模の補正予算を編成する方針を決定 [NK]

・東京都,被災地の避難所運営を支援するため,宮城県と岩手
県に5月上旬まで都職員延べ1000人を派遣すると発表 [A]

・国の基準値を超える放射性ヨウ素が一時検出された東京
都水道局の金町浄水場の水道水,八王子市の一部地域にも
給水されていたことが判明 [A]

・首都圏の自治体で,震災関連の補正予算を編成しインフラ
復旧や被災者支援に充当する動き,との報道 [NK]

・首都圏の給油所について,震災によるガソリン不足が解消
されつつある,との報道 [NK]

・石原都知事,「夜間,明かりをつけての花見なんて自粛すべ
きだ」と発言 [A]

・神奈川県の松沢成文知事,岩手県庁で達増知事を訪問。被
災者の支援を申し入れ [A]

・神奈川県川崎市,電力不足に対応して市管理の道路の照明
で間引き消灯を開始。第1段階として,県道扇町川崎停車場
に設置された約270基のうち,交差点や横断歩道,カーブな
どを除いた約70基を消灯。4月以降,国道409号や市道尻手
黒川線など9路線の計約2730基中約830基も順次消灯 [A]

・岩手県大船渡市の戸田市長と同市議会議長,友好関係にあ
る相模原市を訪問。同市の復興支援に対し感謝の言葉を述
べる [KS]

・夜被災地で活動した日本国際ボランティアセンター事務
局長の清水俊弘さんらによる緊急報告会,川崎市のエポッ
クなかはらで開催 [KS]

・ざま災害ボランティアネットワーク,神奈川県立座間高校
において,未使用のタオルやバスタオルなどの支援物資の
受け付けを開始 [KS]

・埼玉県三郷市の瑞沼市民センターで,昼食に手打ちのたぬ
き力うどんが振る舞われる。福島県広野町の住民約270人
が避難中 [A]

・埼玉県川口市の中華料理店「銀座アスター・川口賓館」,
震災で市内の避難所に身を寄せている福島県からの11家族
31人を無料招待 [A]

・浦安市では, 市の4分の3を占める埋め立て地域で液状化。
3月29日時点で約4000世帯で水道が断水, 約9000世帯で下
水道が使用不可 [A]

・北千葉広域水道企業団,江戸川を水源とする北千葉浄水場
で3月22日に採取した水から,国の暫定基準値を超える336
ベクレルの放射性ヨウ素を検出したと発表 [NK]

・千葉県市原市の動物園「市原ぞうの国」で生まれた3歳の
アジアゾウ「ゆめ花」,鼻を使って「ファイト日本」と書
く [A]

・茨城港日立港区, 震災後初めて石油製品のタンカーが入
港 [I]

・片山総務相,統一地方選として実施予定だった茨城県水戸
市の市長選と市議選の延期を決定 [I]

・群馬県立図書館(前橋市),避難者を受け入れる県内市町村
への図書の貸し出しを開始。3月29日には東吾妻町の中央
公民館に図書100冊を貸し出し, 100冊を譲渡 [J]

・栃木県大田原市で, 4月16・17日に予定されていた「大田
原屋台まつり」が中止 [S]

13:00日産自動車のカルロス・ゴーン社長,
エンジンを製造するいわき工場を視察 [ふ

くしまの30日]

13:25原発周辺8町村の首長,郡山市で震災
後初の合同会議 [ふくしまの30日]

・福島県警,福島第1原発から半径10キロ～
30キロ圏内の警らにあたる専門部隊「ブ
レイブフォース」を発足 [NK]

・福島地検, 県内各地の警察署の留置所に
勾留していた容疑者のうち計31人を3月
16日までに処分保留で釈放していたと発
表 [A]

・厚労省, 保健師不足にあえぐ福島県への
派遣人数を増やすことを決定。同省技官
の保健師4人を派遣 [A]

・震災に伴う津波で浸水や表土流失などの
被害があった福島県内の農地は, 浜通り
の10市町に集中。面積は59123ha [FP]

‐福島県内沿岸部では,津波の影響で,塩害
や土砂流入などにより作付け不能農地が
多く発生する可能性。JAそうま管内の水
稲作付け可能面積の半分が使用不能 [FP]

・震災の影響で福島・岩手・宮城3県の14
自治体で庁舎が損壊し, 3月29日までに多
くが行政機能を別の施設に移した。総務
省の調査で判明 [FP]

・いわき市小名浜港に, ガソリンを積んだ
石油タンカーが入港。震災後初めて [FP]

・福島労働局によると,避難指示区域の20
キロ圏内には約2,700事業所があり,労働
者数は約33000人。全事業書が事実上休
業状態 [FP]

・福島労働局, 福島第1原発から半径30キ
ロ圏内にある約4800事業所の労働者約
58000人が失業する可能性ありとの予測
を提示 [FP]

・いわき市, 震災で被災した中小企業を支
援するために独自に融資制度を新設・拡
充 [FP]

・福島県, 2011年度当初予算を大幅に見直
す方針。義務的経費除き, 6月補正も視野
に [FP]

・福島県の佐藤知事, 原子力災害の補償に
関する特別立法を国に強く求める考えを
表明 [FP]

・東電, 3月29日時点で,保有する保養施設
や社宅への被災者受入は一切行わず [FP]

・楢葉町の女性, 母親を避難先の神奈川県
の介護施設に入所させようとしたところ,
スクリーニングを受けた証明書がないた
めに入居拒否されていたことが判明 [FP]

・文科省,浪江町の国道399号沿いの累積放
射線量について,人工被曝年間限度の約5
倍(5.743ミリシーベルト)と発表 [メルトダ

ウン]

・宮城県の復興基本計画方針
を検討するワーキングチー
ムが県庁で初会合を開催 [K]

・宮城県,復旧工事で大幅な公
共事業が見込まれるとして,
県建設業協会など建設関連9
団体に対し,職を失った被災
者を優先的に雇用するよう
文書で要請 [K]

・宮城県,被災したバイクや自
動車の撤去方針を発表。県
内の被災車両は自動車登録
台数の約1割, 14万6000台と
推計 [K]

・宮城県教育委員会, 転居や2
次避難を余儀なくされる県
立高校生を対象に,他行への
転入手続を緩和する方針を
固める [K]

・東日本大震災に伴う東北の
各労働局(青森・岩手・宮城・
福島4県)への相談, 3月28日
時点で2万9531件。うち宮
城は2万3184件 [K]

・仙台市教育委員会,校舎の一
部,または全ての復旧に数カ
月以上かかる市立小学校が
13校,中学校が12校であるこ
とを公表 [K]

・仙台地検, 地震発生から3月
16日までの間に,拘留中の容
疑者・被告計30人を釈放し
たと発表 [K]

・避難所で生活する人たちの
ために風呂を貸す「貸湯運
動」,仙台市周辺で広まって
いるとの報道 [A]

・宮城県と石巻市, 3月29日～
31日にかけて,被災住民に対
する2次避難の説明会を市内
162カ所の避難所で開催 [K]

・南三陸町,全世帯を対象に,家
族の安否情報を尋ねるカー
ドの配布を開始 [A]

・南三陸町,被災住民の一時手
段避難の意向調査で,町外避
難を「希望する」との回答が
約1700人であることを明ら
かに [K]

・イスラエルの医療チーム,南
三陸町でプレハブの診療所
を開設 [K]

・塩釜市の水産加工業者「ヤ
ママサ」,試験操業を開始 [K]

・宮城県,県内の乳業メーカー
2社が新たに操業を再開し,
県内9社のうち計5社が稼働
と発表 [K]

・岩手県,県内で倒壊した家屋
のがれきの総量を380万トン
と推計。年内の撤去, 3～5年
で最終処理を目指す [K]

・岩手県,沿岸部の首長を集め
がれき処理に関する会議を
開催 [A]

・岩手県下漁協組合長会議,東
日本大震災を受けて盛岡市
の県水産会館で開催。県内
24漁協の本所事務所のうち
14カ所が流失, 浸水するな
どの被害概況が報告 [W:岩手

日報]

・宮古市,市内60カ所余りの避
難所を順次集約する方針を
固め, 3月29日から避難所で
説明を開始 [W:岩手日報]

・三陸鉄道,北リアス線田老(宮
古市)-小本(岩泉町)間の復旧
工事を完了し, 宮古-小本間
の運行を再開 [W:岩手日報]

・アメリカ:アメリカ米赤十字
社, 義援金が総額1億2千万
ドル(約68億9000万円)超に
上り, 近く5000ドルを日本
赤十字社に送ることを明ら
かに [NK]

・タイ:東電にガスタービン発
電機2基を付属施設を含めて
施設丸ごと無料で貸し出す
と政府が発表 [A]

・中国:日本に無償提供するガ
ソリン1万トンとディーゼル
油1万トンを積んだ輸送船が
遼寧省大連の港から出港 [A]

・中国:アモイ市, 在日中国大
使館に提供する抗放射線薬
品1000ケースを航空便で東
京に輸送。同日,製油・発電
用として原油6万7000トンも
緊急輸送 [RJ]

・中国:杭州捷美特食品有限公
司,日本から冷凍野菜の緊急
注文を受け付け。受注量は
通常の2倍から3倍 [RJ]

・程永華駐日中国大使,中国大
使館(東京都港区)で記者会
見。東日本大震災の犠牲者
に心からの哀悼の意を表す
とともに,被災地の早期復興
を祈った。 また, 支援物資
の受け入れについて「もっ
とスムーズに被災地に届け
るべきだ」と,日本側の対応
を批判 [RJ]

・中国:華西都市報記者・李寰
の記事「桜満開の季節に日
本の難関克服を祈る」,人民
網に掲載 [RJ]

・ドイツ:Pflugbeil氏,「日本は
海外からの支援・助言を拒
んでおり,無責任だ」と東電
の原発事故対応を批判 [BZ]

・ドイツ:SPDの勢力が強まる
ものの, 代替エネルギーに
関する特定の方針が見つか
らず, とメディア評論家の
Klaus-Peter Schoeppnerがコ
メント [BZ]

・ドイツ:ベルリン州立歌劇場
管弦楽団とベルリン・フィ
ルハーモニー管弦楽団,合同
でチャリティーコンサート
を開催 [A]

・UNHCR(国連難民高等弁務
官事務所), エコ・ランプ(太
陽光発電によるソーラー・
ランタン)およそ1800個を日
本に空輸 [W:外務省]

Tue.
29

Mar.

3月
29日
(火)
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全般 国/政治経済 原発/東電 自衛隊 米軍/米国 基礎的インフラ 生活/生産の基盤 学界/専門家組織

Tue.
29

Mar.

3月
29日
(火)

10:42海自:「あすか」が三陸町石浜漁港被災者に
給食支援(カレー200人分) [SDF]

10:55海自:「せとぎり」が野々島の被災者に救援
物資・水20箱提供 [SDF]

12:00 陸自:13旅団が相馬市向陽高校にて入浴支
援。また中央台南小学校にて給食支援 [SDF]

12:08海自:「おおすみ」が寒風沢漁港地区被災者
に第2回入浴支援。タオル63枚, おにぎり300個
を提供 [SDF]

12:58 空自:偵察航空隊RF-4E×1機が被災地の航
空偵察のため百里離陸(13時53分百里着陸) [SDF]

13:00 原子力:第7航空団T-4×1機が集じん飛行の
ため百里を離陸(14時05分百里着陸) [SDF]

13:18 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(毛布,オムツ)を福岡から松島まで空輸 [SDF]

13:32空自:第2輸送航空隊C-1×1機が救援物資(毛
布,タオル,水)を入間から松島まで空輸 [SDF]

13:50空自:第2輸送航空隊C-1×1機が救援物資(民
生品)を福岡から松島へ空輸 [SDF]

13:56空自:第2輸送航空隊C-1×1機が救援物資(民
生品)を入間から松島まで空輸 [SDF]

14:20 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(パン)を名古屋から松島まで空輸 [SDF]

14:32空自:第2輸送航空隊C-1×1機が救援物資(毛
布,タオル,オムツ)を入間から松島まで空輸 [SDF]

14:35海自:「あいしま」が追波湾大須地区へガソ
リン80Lを搬送 [SDF]

14:38海自:「せとぎり」が寒風沢島の被災者にガ
ソリン(ドラム缶1本)を提供 [SDF]

14:52海自:「あたご」が相川地区,荒川地区の被災
者に食料,日用品及び衛生用品を提供 [SDF]

14:53海自:「せよぎり」が桂島の被災者にガソリ
ン(ドラム缶1本)を提供 [SDF]

14:58 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(民生品)を千歳から松島まで空輸 [SDF]

15:03 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(パン)を名古屋から花巻まで空輸 [SDF]

15:06空自:第2輸送航空隊C-1×1機が救援物資(民
生品,水)を福岡から松島まで空輸 [SDF]

15:22海自:「すおう」が大島の被災者に救援物資
を搬送 [SDF]

15:52 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(燃料)を入間から松島まで空輸 [SDF]

15:59原子力:偵察航空隊RF-4E×1機が福島第1原
発の航空偵察のため百里を離陸(16時27分百里着
陸) [SDF]

16:00海自:機動施設隊が八戸市内道路の災害ゴミ
の集積・撤去・搬送を支援 [SDF]

16:07空自:第2輸送航空隊C-1×1機が救援物資(燃
料)を入間から松島まで空輸 [SDF]

16:30陸自:東北方面後方支援隊が宮城野区20カ所,
若林区16ケ所にて燃料巡回配布支援を終了 [SDF]

16:36空自:第2輸送航空隊C-1×1機が救援物資(燃
料)を入間から松島まで空輸 [SDF]

17:00海自:「ひらしま」が気仙沼西湾の大島磯草
地区へ日用品,灯油40L及びガソリン40Lを,岩月
台ノ沢地区へ食料を搬送 [SDF]

18:30陸自:東北方面音楽隊が多賀城文化センター
で慰問演奏(聴衆約500名) [SDF]

・派遣規模は人員: 約106,300名(陸災部隊:約70,000
名, 海災部隊:約14,500名, 空災部隊:約21,300名,
原子力災派部隊:約500名),航空機: 541機(回転翼
220機,固定翼321機),艦船: 50隻 [SDF]

・ラジオ番組をインターネットに同時配
信する「ラジコ」は,関西地方の6局と
中部地方の7局の全国配信を31日で終
えると発表。被災者ら向けに配信エリ
アを全国に拡大していた [A]

・気象庁,緊急地震速報の精度が本震発
生以降下がっている問題で, 発表した
45回のうち少なくとも30回は不適切
だったと発表 [A]

・菅政権,認可保育所の保育士の配置や
設備に関する基準を緩めることを都道
府県に通知。被災した子供たちの保育
支援策の一環として [A]

・片山総務相,人手不足の深刻な市町村
に各省庁の公務員を積極的に派遣する
よう閣僚懇談会で要請 [A]

・消費者庁,食品衛生法に基づく表示基
準の運用について通知。表示に関する
義務を緩和 [W:内閣府]

・消費者庁・農水省,加工食品に係るJAS
法の運用について通知。原材料等の表
示に関する義務の緩和など [W:内閣府]

・農水省, 資源管理・漁業所得補償対策
の取扱いについて通知。資源管理・漁
業所得補償対策への加入を申請する時
点で, 県による資源管理計画の確認又
は県知事による漁場改善計画の認定を
受けていなくても, 一定期間内に確認
等が行われることを条件に加入可能
に [W:内閣府]

・江田法相,母国に一時避難した外国人
留学生について再入国の手続きを簡素
化すると発表 [NK]

・経産省・国交省など,省エネ家電や住
宅のエコポイントの交換商品に寄付を
追加すると発表。被災地支援の一環と
して [A]

・中小企業基盤整備機構,経営支援の専
門家の派遣,仙台・盛岡・福島に「中小
企業復興支援センター(仮称)」の設置
を決定 [W:内閣府]

・福島地検,県内各地の警察署の留置所
に勾留していた容疑者のうち計31人を
3月16日までに処分保留で釈放してい
たと発表 [A]

・被災者生活支援特別対策本部の設置
した「被災地の復旧に関する検討会議
(仮称)」,第1回会議が開催 [W:内閣府]

Disaster, Infrastructure and Society : Learning from the 2011 Earthquake in Japan No.1 2011

126 (114)



市民社会 原発事故の影響 文化/風俗/メディア 東京圏/計画停電 福島県 宮城県 岩手県 海外動向

・日本政府, WTOの貿易交
渉委員会で,原発事故後に
日本産農産物の輸入を停
止する動きが広がってい
る問題に懸念を表明。過
剰反応と不当な禁輸をし
ないよう要請 [NK]

Tue.
29

Mar.

3月
29日
(火)
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全般 国/政治経済 原発/東電 自衛隊 米軍/米国 基礎的インフラ 生活/生産の基盤 学界/専門家組織

Wed.
30

Mar.

3月
30日
(水)

17:50 福島県浜通りを震源
とする地震, M4.2,同県い
わき市で震度3 [Y]

17:52 茨城県沖を震源とす
る地震, M4.3,同県鹿嶋市
と鉾田市で震度3 [Y]

22:00 宮城県沖を震源とす
る地震, M5.0,同県気仙沼
市と石巻市で震度3 [Y]

11:15菅首相,オバマ米大統
領と電話会談 [W:官邸]

13:00頃 東京外国為替市
場で円相場が1ドル=83円
台。震災の起きた11日の
円安ドル高水準まで戻
す [A]

15:45 天皇・皇后が都立東
京武道館で福島県からの
避難者をお見舞い [ふくし

まの30日]

16:07自民党の谷垣総裁,首
相官邸で菅首相と会談。
震災対応について緊急提
言を申し入れ [A]

・衆院外務委員会で, 2011
年度から5年間の日米軍駐
留経費の日本側負担(思い
やり予算)を定める特別協
定案が民主・自民・公明各
党の賛成で承認。31日の
衆院本会議で承認され今
年度内に成立の見通し [A]

・政府, 被災地へのエネル
ギー供給関連費用として,
2010年度の予備費から約
17兆円を支出することを
臨時閣議で決定 [NK]

・菅政権,被災した市町村の
合併を促進する特別立法
の検討を開始 [A]

・菅首相,復興計画を話し合
う復興会議を4月上旬に設
ける方針を固める [A]

・民主党,震災の税制・金融
支援策をまとめる。自動
車取得税減免や被災企業
の雇用保険料軽減などが
柱。同党の財務金融・総
務部門会議で31日に正式
決定 [A]

・日銀,短期金融市場に公開
市場操作で2兆6千億円の
資金を供給すると発表 [A]

・東京株式市場で日経平均
株価が3月11日以来の高
値。輸出企業の採算が良
くなるとの予測から [A]

04:00東電, 一時温度が急上昇した
1号機の原子炉について, 通常運
転を下回る281.2度になったと発
表 [A]

10:50頃 原子力安全・保安院, 福島
第1原発南側で29日午後に採取し
た海水から,基準の3355倍の濃度
の放射性ヨウ素131を検出したと
発表。28日午後の採取では28倍
だった [A]

11:45頃 東電, 福島第1原発1号機外
の坑道にたまった水について「津
波が入った影響が大きい」と説
明。放射性物質の濃度は1号機
タービン建屋内の水より大幅に
低かった [A]

15:00頃 東電の勝俣会長, 被災者生
活支援の担当部署を社内に設け
ることを表明。農作物等の損害
賠償も「誠意を持った賠償の準備
をしている」 [メルトダウン]

15:00頃 東電の勝俣会長, 福島第1
原発事故を陳謝し1～4号機の廃
炉を明言。事故収束の長期化を
見込む [メルトダウン]

17:00頃 原子力安全委員会, 福島第
1原発事故について「きちんとマ
ネジメントされていれば(今回の
事態を)防げた」との見解示す。
「事業者の自主努力に任せていた
ことは大いに反省」と代谷誠治委
員 [A]

17:56 福島第2原発1号機のタービ
ン建屋1階屋内の分電盤付近から
煙が上がっているのを職員が発
見。間もなく煙はとまった [A]

・枝野官房長官,福島第1原発5・6号
機について廃炉の見解を示す [メ

ルトダウン]

・東電,福島第1原発1・2・3号機の
汚染水がトレンチに達している
可能性を提示。活性炭等で放射
性物質をろ過する新たな処理対
策を検討 [メルトダウン]

・東電, 福島第1原発集中環境施設
の地下が冠水していることを明
らかに。津波の影響 [A]

・仏原子力企業アレバのロベルジョ
ン社長兼CEO, 福島第1原発事故
への対応について日本政府と支
援策を探るため来日 [メルトダウン]

・東京株式市場で東京電力株が500
円を割り込む。48年4か月ぶりの
安値 [M]

04:30陸自:13旅団が新地町にて給食支援 [SDF]

06:00陸自:13旅団が相馬市役所にて給食支援を開
始 [SDF]

06:40陸自:14旅団が追波河総合運動公園及び二股
地区にて給水支援を開始 [SDF]

07:00空自:災害復旧支援隊(松島)が石巻市,東松島
市内で給水支援活動を開始 [SDF]

07:00陸自:13旅団が須賀川市役所で給食支援を開
始。14旅団が雄勝町船越小学校で入浴支援を開
始 [SDF]

07:30 空自:北空派遣隊(山田)が山田町内で炊出し
活動 [SDF]

07:36原子力:CH-47(サーモグラフィ・放射線測定
機搭載)×1機による原発上空モニタリング開始
(08時05分終了) [SDF]

07:55 空自:大滝根山分屯基地が田村市内で給水・
給食支援活動を開始 [SDF]

08:00陸自:9師団が陸前高田市, 大船渡市,釜石市,
大槌町,山田町に物資輸送を開始。13旅団が新地
町(運動公園)へ物資輸送(薬品) [SDF]

08:13海自:「ひらしま」搭載艇が三ノ浜地区被災
者にガソリン40L,灯油40Lを輸送 [SDF]

08:44陸自:13旅団が新地町で給水支援 [SDF]

08:45陸自:14旅団が道路啓開を開始 [SDF]

08:57原子力:偵察航空隊RF-4E×1機が福島第1原
発の航空偵察のため百里離陸(09時32分百里着
陸) [SDF]

08:59 空自:偵察航空隊RF-4E×2機が被災地航空
偵察のため百里を離陸(10時09分百里着陸) [SDF]

09:09海自:第111航空隊MH-53E×1機が救援物資
(生活用品1,082kg)を「ひゅうが」に搬送 [SDF]

09:10海自:「とよしま」搭載艇が唐丹地区の被災
者に缶詰408個を輸送 [SDF]

09:14 原子力:第7航空団T-4×1機が集じん飛行の
ため百里離陸(10時20分百里着陸) [SDF]

09:20 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(パン,民生品)を名古屋から松島まで空輸 [SDF]

09:20 陸自:13旅団がいわき市で給水支援を開
始 [SDF]

09:30空自:松島基地が東松島市内で巡回医療支援
活動を開始 [SDF]

09:49海自:「おおなみ」搭載ヘリが桂島・朴島の
被災者に軽油(ドラム缶1本ずつ)を搬送 [SDF]

09:50海自:「みやじま」搭載艇が津の宮地区の被
災者に缶詰284個,乾電池444個,消毒薬20個を輸
送 [SDF]

09:53 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(パン,民生品)を名古屋から松島まで空輸 [SDF]

10:00陸自:東北方面後方支援隊が宮城野区及び若
林区にて燃料巡回配布支援を開始 [SDF]

10:06空自:第2輸送航空隊C-1×1機が救援物資(民
生品)を千歳から松島まで空輸 [SDF]

10:23 海自:「ひらしま」搭載艇が神止地区被災
者に乾電池100個,ローソク120本,灯油180Lを輸
送 [SDF]

10:37空自:松島基地が入浴支援,炊出し,瓦礫撤去
支援活動を開始 [SDF]

10:54空自:第3輸送航空隊C-1×1機が救援物資(民
生品)を美保から松島まで空輸 [SDF]

11:12 海自:「おおなみ」搭載ヘリが桂島の被災
者に水480L, カップめん17箱, おでん12箱, 缶詰
4箱, 清涼飲料水5箱, 菓子4箱, 日用品50kgを輸
送 [SDF]

11:20空自:第3輸送航空隊C-1×1機が救援物資(民
生品)を美保から松島まで空輸 [SDF]

・米原子力規制委
員会のヤツコ委
員長, 上院歳出
委員会公聴会に
て証言。福島第
1原発の住民避
難について「現
在得られている
データは, 安全
距離が約32キロ
であることを示
し続けている」
[A]

06:00 三陸自動車道, 鳴瀬奥松島―登
米東和間の45.3kmが全面通行可能
に [NK]

12:00時点 NTT東日本が福島・宮城・岩
手・青森・山形・秋田・茨城・栃木・群
馬・千葉・埼玉・神奈川・新潟・東京・
長野・山梨の各都県で設置した特設公
衆電話は計2,337台 [W: NTT東日本]

12:00時点 NTT東日本が青森・岩手・宮
城・山形・福島・茨城・栃木・群馬・埼
玉・千葉・東京・新潟・山梨・長野の
各都県で設置したインターネット接続
コーナーは計171 [W: NTT東日本]

14:00 仙台港北IC, 流出・流入すべての
方向で利用可能に。ETCも利用可 [W:

NEXCO]

14:00頃仙台東部道路,仙台若林IC-利府
JCT間で通行止め解除 [W: NEXCO]

・JR東日本によると, 在来線の破損
は, 3月30日までに計約5600箇所と判
明 [NK]

・JR東日本,計画停電で終日運休中の八
高線について, 高崎―高麗川駅間の運
転を2日に再開する方針を発表。同社
高崎支社の伊藤支社長が八高線電車化
促進期成同盟会長の清水町長(埼玉県
神川町)に口頭で説明 [J]

・JR東日本, 3月31日より両毛線の全線
運転再開に伴い,上越・信越・両毛・吾
妻(長野原草津口―大前駅間除く)の各
線で計画停電開始以来初めて平常通り
の本数を運行する計画との報道 [J]

・わたらせ渓谷鉄道, 3月31日に桐生―
相老駅間, 4月1日に神戸―間藤駅間の
運転をそれぞれ再開し4月1日以降は全
線で平常通り運行する予定との報道 [J]

・経産省, 2011年の余剰電力買取価格を
決定 [NK]

・京葉ガス,浦安市の一部(8,631戸)が全
戸復旧 [W:日本ガス協会]

・資源エネルギー庁, 岩手県釜石市・宮
城県南三陸町・福島県飯舘村に仮設ミ
ニSSを設置 [W:経産省]

・出光興産, 八戸油槽所が入出荷を再
開 [W:出光興産]

・JR貨物,首都圏と郡山を結ぶ石油専用
列車の本数を倍増したことを発表 [NK]

・NTTグループ各社,東北地方の通信イ
ンフラについて4月中に復旧させると
発表 [NK]

・日産自動車,国内の車両組み立て5工場
で, 4月4日から8日まで生産を停止する
と発表 [NK]

・ホンダ,北米の6工場で減産 [A]

・みずほ銀行,企業向け外貨取引が全て
支障なく可能になったことを発表。16
日ぶり [A]

・第一生命保険,被災した契約者を対象
に, 医療機関の都合で入院が遅れたり
退院が早まった場合でも, 必要な期間
入院したとみなして給付金を支払うと
発表 [NK]

・日本郵政グループが震災の被害状況を
発表。東北や関東地方の郵便局(簡易
局含む)132局が津波で被災 [A]

・総務省,全国市長会と全国町村会を通
じて, 全国の市町村に派遣可能な職員
を照会。派遣に必要な費用は国が特別
交付税で措置 [NK]

・厚労省,毒性の強い危険物の入ってい
たタンクが工場外に散乱しているとし
て, 見つけても触らずに保健所に届け
出ることを住民に呼びかけるよう地方
自治体に通知 [A]

・法務省,印鑑の改印等に係る取扱いに
ついて通達。運転免許証等での本人
確認で登記官が改印することが可能
に [W:内閣府]

・厚労省,労災診療費等の請求の取扱い
について通知。労災指定医療機関が震
災で診療行為を把握困難な場合, 直近
数カ月の診療費支払額を基に労災診療
費の請求額の算定が可能に [W:内閣府]

・国交省,自動車を取得する際の新規登
録, 移転登録に必要な書類の緩和措置
について通達 [W:内閣府]

・全国教科書供給協会によると, 岩手・
宮城など6県で新学期に配る予定だっ
た教科書計50万4000冊が津波で使用
不能との報道 [A]

・日本建築学会,地震災害調査ガイド
ライン(案), 災害調査実施要領(案),
および被害調査団登録票を作成し,
支援本部部長名で会員に通知 [建築雑

誌; No.1622]

・日本建築学会東北支部,「東北地方
太平洋沖地震災害調査速報(11)」を
発表 [建築雑誌; No.1622]

・日本下水道協会, 宮城県東松島市・
多賀城市とそれぞれ打ち合わせ。下
水道の被災状況をヒアリング [W: 日

本下水道協会]

・日本行政書士会連合会,総務省行政
管理局行政手続・制度調査室に3月
30日付で, 特定非常災害の被害者の
権利利益の保全等を図るための特別
措置に関する法律第3条に基づく告
示が追加で発令される場合に, 被災
地の実態と専門家の意見を十分反映
し, 迅速かつ出来る限り広範に指定
するよう申し入れ [W:日本行政書士会連

合会]

‐日本公認会計士協会,災害で直面す
る監査上の問題についての検討結果
を, 会長通牒「東北地方太平洋沖地
震による災害に関する監査対応につ
いて」及び「東北地方太平洋沖地震
による災害に関する学校法人監査の
対応について」として公表 [W:日本公

認会計士協会]

・日本歯科医師会,岩手・宮城・福島
各県の歯科医師会にオーラルケア製
品や歯科診療用機材等の緊急支援物
資の第2便を内閣府災害対策の政府
調達のトラックで輸送 [W:日本歯科医

師会]

・岩手県栄養士会,釜石・大槌地区,宮
古地区, 大船渡地区に災害支援チー
ムを派遣 [W:日本栄養士会]

・学校心理士認定運営機構, 緊急集
会「震災に関する子どもや学校のサ
ポート――東日本大震災:現況報告
と学校心理士の今後の活動および危
機介入の理論と実際」を火災。3月
31日まで [W:学校心理士認定運営機構]

・産業技術総合研究所活断層・地震研
究センター, 茨城県東部の津波以外
に起因する被害の概況を調査 [W: 産

業技術総合研究所]

・科学技術振興機構低炭素社会戦略
センター東日本大震災特別対策シナ
リオ検討チーム, 「震災後の電力供
給不足の解消に向けたシナリオ」を
発表 [W:科学技術振興機構]

・野村総合研究所,「第1回提言 2011
年夏の電力供給不足への対応の在り
方」を発表 [W:野村総合研究所]
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・東日本大震災支援全国
ネットワーク(JCN)設立
総会開催 [W: JCN]

・国 際 環 境NGOのEoF-
Japan, 3月30日から被災
地を視察 [W: FoEJapan]

・国際NGOハビタット・フ
ォー・ヒューマニティ・
ジャパン, EUと連携して
毛布1000枚を栃木消防学
校へ届ける [W:ハビタット・

フォー・ヒューマニティ・ジャ

パン]

・アート&セラピー協会東
日本支援クレヨンネット,
被災子ども向けのワーク
ショップ開催 [A]

・ひょうごボランタリープ
ラザ,宮城県東松島市でボ
ランティアバスを利用し
た被災地負担の少ない支
援ツアーを行う [A]

・在日ビルマ人ホテル
レストラ ン労働組合
(HRWUB)とビルマ日本
事務所(BOJ), 集めたカン
パ金を届けに連合本部を
訪問 [W:連合]

・文科省,福島第1原発から
南に約40km地点の海水か
ら最大で基準の約2倍のヨ
ウ素131を検出 [A]

・東京都, 金町浄水場の水
道水から乳児向けの暫定
基準値を超える放射性ヨ
ウ素を一時検出し3月23
日に乳児の摂取制限を発
表した際, 対象地域から
八王子市の一部約4千世
帯が漏れていたことを発
表 [NK]

・国交省,福島第1原発事故
による港湾の風評被害を
避けるため,関係者を集め
た連絡会議を4月1日に横
浜で開催すると発表 [NK]

・海江田経産相,全国の原発
で津波の被災に備えた緊
急安全対策をとるよう電
力会社に指示 [A]

・九州電力, 速やかな安全
対策を実施したうえで玄
海原発2・3号機の運転を5
月に再開する考えを提示。
緊急安全対策をとるよう
にとの経産省の指示を受
けて [A]

・愛媛県の中村知事,四国電
力の社長に原子力本部を
県内へ移転するよう要請。
現在は香川県高松市 [愛媛

新聞]

・IAEA(国際原子力機関),
福島原発から約40キロ離
れた福島県飯舘村でIAEA
の避難基準を上回る放射
性物質が検出されたこと
で,日本側に詳細な調査を
するように促す [A]

08:00 米ジョージア州オー
ガスタ。ゴルフの石川寮
選手が, 今季の獲得賞金
全額と1バーディーにつき
10万円を義援金として寄
付すると表明 [A]

・4月9日に開催予定だった
目黒美術館(東京)の「原爆
を視る1945-1970」展, 震
災の影響で中止との報
道 [A]

・ツアー・オブ・ジャパン組
織委員会, 5月15日開催予
定だった第15回大会(大阪
―東京)の中止を発表 [A]

・みずほフィナンシャルグ
ループ, 4月1日に予定し
ていた入社式を中止する
と発表 [NK]

・東北地方整備局とJoint
Task Force-TOHOKU,
「がんばろう!東北」キャ
ンペーンを展開 [W: 東北地

方整備局]

・神戸市と兵庫県など,第1
回神戸マラソンを11月20
日に開催すると発表。阪
神大震災の復興支援への
「感謝と友情」がテーマ [A]

・ランドセルメーカーの協
和(東京都千代田区), 福島
県や千葉県に避難してい
る子どもたちへの発送を
開始 [A]

・福 山 雅 治 やDREAMS
COME TRUEなど, ユニ
バーサルミュージック所
属のアーティスト79組が
参加するチャリティアル
バムの発売が発表。発売
は4月2日から [NS]

・北東北に3店舗を持つ老舗
百貨店の中三,民事再生手
続きの開始を青森地裁に
申請。同日付で保全命令
を受けて倒産。震災によ
る売り上げ減少の影響 [A]

・サッカーJ1鹿島,放射能の
専門家である茨城大名誉
教授2名を招き講座 [NS]

・外務省事務次官,天皇・皇
后に「東北地方太平洋沖
地震と国際社会―支援そ
の他―について」説明 [皇

室; 51]

・外務省国際法局長,秋篠宮
一家に「諸外国の支援に
ついて」説明 [皇室; 51]

・結核予防会第一健康相談
所総合検診センター所長,
秋篠宮妃に「健康に関わ
る支援活動等について」
説明 [皇室; 51]

09:00時点 茨城県内の避難住民は, 計1956人(28市町村)。こ
のうち県内居住者は855人,福島県内からが1100人,宮城県
内からが1人 [I]

18:00茨城県内の放射線量は,北茨城市が毎時0.682マイクロ
シーベルト, 高萩市が0.758マイクロシーベルト,大子町が
0.142マイクロシーベルト [I]

18:00 茨城県の水道は, 前日に続き神栖市約2万6千世帯, 潮
来市2500世帯など計3万世帯が断水 [I]

・東電, 3月30日の計画停電を終日実施しないと発表 [A]

・東京都,金町浄水場の水道水から乳児向けの暫定基準値を
超える放射性ヨウ素を一時検出し3月23日に乳児の摂取制
限を発表した際,対象地域から八王子市の一部約4千世帯が
漏れていたことを発表 [NK]

・東京都,震災に関連した労働問題に対応するための特別相
談窓口を労働相談情報センターに設置 [NK]

・東京都府中市, 被災者向けに市営住宅など5戸を提供する
と発表 [A]

・東京都中央卸売市場の食肉市場で, 豚肉の卸価格が急
落 [NK]

・午後天皇・皇后,都立東京武道館を訪問。福島県などから
避難してきた人を見舞う [A]

・被災者が身を寄る神奈川県川崎市のとどろきアリーナで,
避難者を対象とした無料法律相談会が開催 [KS]

・横浜市内の高校生ら,市内の畑でホウレンソウなどを収穫。
「被災地の子どもを支援する神奈川市民の会」を通じ宮城
県内の避難所へ配送予定 [KS]

‐神奈川県逗子市, 福島第1原子力発電所事故による福島県
からの避難者を受け入れる一時避難所を市高齢者センター
(同市池子4丁目)に開設 [KS]

・埼玉県の春日部市立小渕小学校の卒業生,ランドセルに自
由帳1冊とメッセージを入れて福島県浪江町役場に発送 [A]

・J1仙台,千葉・市原臨海競技場と埼玉・レッズランドで4月
3日～22日にキャンプを行うと発表 [A]

・千葉県浦安市,「災害復旧の最中で適正な選挙ができない」
と主張して統一地方選の延期を訴え,千葉県選挙管理委員
会と対立 [A]

・茨城県内の小学校で,東日本大震災後,薄型テレビ3台が盗
まれていたとの報道 [NS]

・JAグループ茨城・茨城県信用漁業協同組合連合会・茨城県
は,災害復旧や損失補償が行われるまでの緊急つなぎ資金
を創設すると発表 [I]

・茨城県内をホームタウンとするサッカーのJ1鹿島とJ2水戸
および茨城県協会, 復興支援を目的とした「WITH HOPE
プロジェクト」を立ち上げ [S]

・茨城県水戸市出身の俳優・渡辺裕之(55),被災者を激励す
るため同市の避難所を訪問 [S]

・栃木県宇都宮市の学校法人作新学院,東日本大震災で栃木
県に避難した小学生から高校生までの転入を受け入れると
発表 [S]

・栃木県庁1階ロビーで,県産野菜などの即売会「がんばろう
とちぎの農産物フェア」が開催 [S]

・日光東照宮(栃木県), 5月の春季例大祭で,恒例の流鏑馬神
事と千人武者行列の中止を決定 [S]

・JR東日本, 計画停電で終日運休中の八高線について, 高崎
―高麗川駅間の運転を2日に再開する方針を発表。同社高
崎支社の伊藤支社長が八高線電車化促進期成同盟会長の清
水町長(埼玉県神川町)に口頭で説明 [J]

・JR東日本, 3月31日より両毛線の全線運転再開に伴い, 上
越・信越・両毛・吾妻(長野原草津口―大前駅間除く)の各
線で計画停電開始以来初めて平常通りの本数を運行する計
画との報道 [J]

・わたらせ渓谷鉄道, 3月31日に桐生―相老駅間, 4月1日に神
戸―間藤駅間の運転をそれぞれ再開し4月1日以降は全線で
平常通り運行する予定との報道 [J]

・午後 福島第1原発1～4号機の放水口付
近で法令限度の4,385倍のヨウ素131を検
出 [FP]

・IAEA(国際原子力機関), 飯舘村でIAEA
の避難基準を超す高いレベルの放射性物
質が検出されたとして日本政府に勧告。
政府は避難の必要性を認めず [FP]

・福島県,避難指示の福島第1原発20キロ圏
内を原子力災害対策特別措置法に基づく
立ち入り禁止の「警戒区域」として設定
するよう国に要請 [FP]

‐福島県が福島第1原発20キロ圏内を立ち
入り禁止区域にするよう政府に求めたこ
とに対し, 対象自治体の首長から, 避難
住民に対する救済措置を求める声が続
出 [FP]

・川俣町と飯舘村で, 3月30日までに小児
946人の甲状腺被ばく調査が実施され,全
員問題なしと発表。 [FP]

・福島県産野菜の放射性物質モニタリング
で, 検査対象43品目の半数以上で暫定基
準値を超えた [FP]

・農水省, 農地の土壌調査について県内約
150ヵ所の水田を対象とし, 4月中にも田
植えが可能かどうか判断すると発表 [FP]

・福島県沿岸部の飼料工場の被害が大きく,
家畜の餌が入荷せず。県内畜産農家は深
刻な餌不足の状態 [FP]

‐須賀川市と鏡石町では, 小学校校舎に倒
壊の危険性があり, 新学期から他の学校
や施設を使わざるを得ない状況 [FP]

・午後 さいたま市に集団避難していた双
葉町の町民約1,300人の一部,新たな避難
先となる埼玉県加須市の旧県立騎西高校
(廃校)に到着 [FP]

・会津若松市, 無料で避難者を受け入れて
きた同市東山温泉のくつろぎの宿を避難
所に認定。滞在者を避難者と認めた上で
食料などを支援 [FP]

・福島医大の医療チーム, 避難所巡回診療
で「エコノミークラス症候群」につなが
る症例を確認 [FP]

・公益信託うつくしま基金(事務局:東邦銀
行), 3月30日からボランティアセンター
や災害救援活動を行う団体等の事業に助
成金を交付 [FP]

・いわき市北部の久之浜・大久地区の自警
団,パトロール活動を開始 [FP]

・シーラカンスの生体調査で知られる福島
県いわき市の水族館「アクアマリンふく
しま」では,震災後, 750種,約20万匹の魚
が死んだとの報道 [A]

06:00 気仙沼と離島を結ぶ航
路で運航再開 [W:海事局]

・宮城県内の小型漁船(20トン
未満), 9割に当たる1万2000
隻が大破・流失。県などの
調べで判明。水産業被害は
総額3742億円 [K]

・村井県知事,特別名勝に指定
され文化財保護法で開発が
規制されている松島周辺に
ついて,規制の緩和を政府に
要請 [A]

・村井県知事,青森県の三村知
事と宮城県庁で会談。復興
に向け県境を越えた連携を
確認 [K]

・宮城県教育委員会,校舎等に
壊滅的被害を受けた気仙沼
向洋(気仙沼市)・宮城農(名
取市)・宮城水産(石巻市)の
県立3高校について, 現在地
での再建は困難と判断 [K]

・宮城県警, 震災発生から3月
26日までの間に,出店荒らし
などの窃盗が県内で約280件
発生, 被害総額は約1億円に
達すると発表 [A]

・山形市の市川市長, 今後の
支援について仙台市の奥山
市長と協議。「山形県と連携
し,必要な場所に職員を派遣
する準備を整えている。で
きる限りのことをしたい」
[K]

・復興応援イベント「がんばれ
宮城!がんばれ東北!」, 仙台
市青葉区藤崎駅前で開催 [K]

・石巻水産復興会議,開催。仲
買人や加工業者ら120人が集
まり対応策を協議 [K]

・南三陸町志津川の大雄寺で,
親族が犠牲になった檀家の
合同葬 [K]

・国道45号(東松島市川下地区-
登米市東和町米谷地区), 一
般開放される [W: 東北地方整

備局]

・岩手県,避難所生活を送る人
の2度目の内陸移動を実施。
大船渡市や宮古市など6市町
の560人がバスで受け入れ先
の盛岡市などのホテルや温
泉旅館に到着 [W:岩手日報]

・達増県知事,東日本大震災か
らの復興の方向性などをま
とめた「復興ビジョン」の策
定作業に4月から本格着手す
ることを記者会見で表明 [W:

岩手日報]

・岩手県教育委員会,校舎等に
甚大な被害を受けた県立高
田高(陸前高田市)の現在地
での再建は困難と判断 [K]

・津波で車の運転免許証を流
失した人たちに対する再交
付申請の臨時窓口が,陸前高
田・釜石・宮古市の各地に
開設。免許証を求める人が
列 [W:岩手日報]

・土木学会津波痕跡第1期調
査団, 3月29・30の両日,大船
渡市三陸町の綾里湾を調査
し,津波の痕跡高25～26メー
トルを観測した。局地的に
は29メートルに達した場所
も [W:岩手日報]

・韓国:ルノーサムスン自動
車, 日本から調達する部品
不足に伴う減産幅を4月1日
から20%に引き上げると発
表 [NK]

・台湾:日産自動車台湾法人,
台湾の車両組み立て工場が
日本から納入する部品につ
いて放射線量の検査を行う
と発表 [A]

‐中国:中国赤十字会, 東日本
大震災の被災者に対する緊
急援助として日本赤十字社
に2千万元(約2億5千万円)の
義捐金を決定(3回目) [RJ]

‐中国:復星集団, 上海市普陀
区紅十字会を通じて日本の
震災被害地に向け義捐金500
万元(約6318万円)を送る [RJ]

‐中国:世界最大の卸売市場で
ある浙江省義烏市では,日本
向け救援物資として防護服・
地震用懐中電灯・マスク・毛
布・救急箱などの販売数が
急増 [RJ]

・香港:大手旅行会社EGLツ
アーズ, 震災で見合わせて
いた日本ツアーを4月16日か
ら再開すると発表 [NK]

・ドイツ政府,メルケル首相が
菅首相と電話会談した際,福
島第1原発事故対応のため遠
隔操作ロボットの提供を申
し出たことを明らかに [NK]

・ヨルダン:トーカン・エネル
ギー鉱物資源相,推進中の原
発建設について,計画を維持
すると表明 [NK]

Wed.
30

Mar.

3月
30日
(水)
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Wed.
30

Mar.

3月
30日
(水)

11:25海自:「おおなみ」搭載ヘリが野々島の被災
者に水240L, カップめん10箱, おでん6箱, 缶詰2
箱,清涼飲料水2箱,菓子2箱を輸送 [SDF]

11:35海自:「おおなみ」搭載ヘリが寒風沢島の被
災者に水360L,カップめん7箱,おでん8箱,缶詰2
箱,清涼飲料水4箱,菓子2箱輸送 [SDF]

11:42 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(民生品)を美保から福島まで空輸 [SDF]

11:50海自:「おおなみ」搭載ヘリが朴島の被災者に
水120L, カップめん3箱, おでん2箱, 缶詰1箱, 清
涼飲料水1箱,菓子1箱,日用品22kgを輸送 [SDF]

11:52空自:第3輸送航空隊C-1×1機が救援物資(民
生品)を美保から松島まで空輸 [SDF]

12:19 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(民生品)を福岡から松島まで空輸 [SDF]

13:00陸自:13旅団が相馬市向陽中学校にて入浴支
援を開始 [SDF]

13:07 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(民生品)を福岡から松島まで空輸 [SDF]

13:13 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(民生品)を美保から松島まで空輸 [SDF]

13:40海自:「みやじま」搭載艇が波伝谷地区の被
災者に灯油72L, 缶詰432個, 乾電池70個, その他
日用品を輸送 [SDF]

14:00海自:「あいしま」搭載艇が平磯地区の被災
者に食料品43kg,下着30枚,トイレットペーパー
48個,カイロ100個,その他日用品を輸送 [SDF]

14:00陸自:第10音楽隊が丸森町筆甫中学校で慰問
演奏 [SDF]

14:09 海自:第25航空隊ヘリが被災地周辺にて捜
索・救助のための飛行実施 [SDF]

14:33 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(パン)を名古屋から松島まで空輸 [SDF]

14:47空自:第3輸送航空隊C-1×1機が救援物資(民
生品)を千歳から松島まで空輸 [SDF]

15:01 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(パン)を名古屋から松島まで空輸 [SDF]

15:23 海自:ヘリで野々島の被災者に水270Lを輸
送 [SDF]

15:41空自:第3輸送航空隊C-1×1機が救援物資(民
生品)を千歳から松島まで空輸 [SDF]

15:57原子力:偵察航空隊RF-4E×1機が福島第1原
発の航空偵察のため百里を離陸(16時33分百里着
陸) [SDF]

15:57空自:第2輸送航空隊C-1×1機が救援物資(民
生品)を福岡から松島まで空輸 [SDF]

16:45海自:「おおすみ」,桂島,野々島地区の被災
者に診療支援,入浴支援を実施。またカイロ240
個,タオル148枚,おにぎり150個を提供 [SDF]

17:00陸自:東北方面音楽隊が多賀城中学校で慰問
演奏(聴衆者約300名) [SDF]

17:02海自:「のと」が陸自大型トラック2台,軽油
ドラム缶96本を函館から大湊に輸送 [SDF]

18:00 海自:第2航空群が八戸地区の被災者に診療
支援を実施 [SDF]

18:05原子力:多用途支援艦「ひうち」が米軍バー
ジ船(1号)を小名浜港から福島第1原発沖へ向け
えい航開始 [SDF]

19:00陸自:東北方面音楽隊が東豊中学校で慰問演
奏(聴衆者約200名) [SDF]

・派遣規模は人員:約106,900名(陸災部隊:約70,000
名, 海災部隊:約15,100名, 空災部隊:約21,300名,
原子力災派部隊:約500名),航空機:541機 (回転翼
217機,固定翼324機),艦船:50隻 [SDF]
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市民社会 原発事故の影響 文化/風俗/メディア 東京圏/計画停電 福島県 宮城県 岩手県 海外動向

・文化庁,被災した文化財保
護のために,大学研究者・
博物館学芸員・自治体職
員ら官民専門家からなる
「文化財等救援委員会」を
作る方針を固める [A]

Wed.
30

Mar.

3月
30日
(水)
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全般 国/政治経済 原発/東電 自衛隊 米軍/米国 基礎的インフラ 生活/生産の基盤 学界/専門家組織

Thu.
31

Mar.

3月
31日
(木)

13:40 茨城県北部を震源と
する地震, M3.9,同県日立
市で震度3 [Y]

16:15 宮城県沖を震源とす
る地震, M6.0,岩手県花巻
市で震度5弱 [Y]

18:00警察庁集計によると,
東日本大震災による死者
数は12都道県で1万1438
人, 行方不明者数は6県で
1万6541人 [A]

17:01 菅首相がサルコジ仏
大統領と会談。原子力発
電所新増設を盛り込んだ
エネルギー基本計画見直
し検討の意向を表明 [A]

18:47 第14回緊急災害対策
本部会議 [W:官邸]

・菅政権,被災者生活再建支
援法に基づき,被災世帯に
一律100万円の一時金を5
月より支給する方針を固
める [A]

・民主党,被災した個人や企
業への金融・税制支援策
をとりまとめ [NK]

11:00頃 原子力安全・保安院, 会見
で「(原子炉の)必要なところには
ホウ酸を入れて冷却を行ってい
る。再臨界の可能性はないとみ
ている」とコメント [A]

11:00頃 原子力安全・保安院, 福島
第1原発の南側放水口付近で30日
午後に採取した海水から,基準の
4385倍の濃度の放射性ヨウ素131
を検出したと発表。29日午後の
採取では3355倍だった [A]

13:35菅首相, 政府の原発増設計画
の白紙見直しに言及 [W:共同通信]

22:00頃 東電福島事務所, 福島第1
原発で作業員が受ける放射線量
を測る線量計が不足, 最大で180
人が線量計を持たずに作業して
いた日があったと発表 [A]

・東電,福島第1原発2号機タービン
建屋外のトレンチ汚染水から運
転中の原子炉内の水の約4倍の放
射性物質(1166万ベクレル/m3)を
検出 [メルトダウン]

・東電, 福島第1原発建屋近くの排
水から法定限界値約1万倍の放射
性ヨウ素131の検出を発表。初め
て地下水の汚染が確認される [A]

・東電,原発敷地内の樹脂散布は天
候不順により中止と発表 [メルトダ

ウン]

・午後東電の発表によると,原子炉
を冷却する真水を積んだ米軍の
はしけ船が福島第1原発に接岸 [A]

・原子力安全・保安院,粉じん防止
剤を産水車でまく実験を開始。
放射性物質の飛散を抑えるねら
い [A]

・三井住友銀行など8金融機関が,
東電から要請された融資を完了。
総額で1兆9000億円にのぼる [NK]

・日本政策投資銀行, 4月中に東電
に1000億円超を貸し出す方針を
固める。東京電力への緊急融資
総額2は兆円越え [A]

・ムーディーズジャパン,東京電力
の格付け3段階引き下げ。「原発
事故からの復旧に費用がかかる
ため」今後も引き下げ方向で見直
し [A]

・仏原子力大手アレバのCEO,海江
田経産相と会談。同社の専門家
が高放射線下で作業協力するこ
とを認める意向を示す [A]

・IAEA,福島第1原発から約40キロ
離れた福島県飯舘村で, IAEAの
避難基準を上回る放射性物質を
検出したと発表 [A]

06:00陸自:13旅団が相馬市役所での給食支援を開
始 [SDF]

06:15 陸自:13旅団が新地小, 尚英中にて給食支援
を開始 [SDF]

07:10空自:災害復旧支援隊(松島)が石巻市,東松島
市内にて給水支援活動を開始 [SDF]

08:00空自:大滝根山分屯基地が田村市内にて給水
支援活動を開始 [SDF]

08:00 陸自:13旅団が中央台南小学校にて給食準
備を開始, 中央台南中学校にて給水支援を開
始 [SDF]

08:05原子力:CH-47(サーモグラフィ・放射線測定
機搭載)×1機による福島第1原発上空モニタリン
グ開始(08時27分終了) [SDF]

08:08 空自:北空派遣隊(山田)が山田町内にて人名
救助活動を開始 [SDF]

08:12 空自:北空派遣隊(山田)が山田町内にて給水
支援活動を開始 [SDF]

08:30 空自:北空派遣隊(山田)が山田町内にて道路
啓開を開始 [SDF]

08:50 陸自:13旅団が熊野神社, 薬師堂にて給水支
援を開始 [SDF]

09:00 空自:災害復旧支援隊(松島)が東松島市内に
て民生支援(瓦礫撤去)を開始 [SDF]

09:00 空自:北空派遣隊(山田)が山田町内にて炊出
し活動を開始 [SDF]

09:00 陸自:13旅団がいわき市にて給水支援を開
始 [SDF]

09:01 空自:偵察航空隊RF-4E×1機が被災地航空
偵察(岩手県沿岸)のため百里を離陸(10時34分百
里着陸) [SDF]

09:07原子力:偵察航空隊RF-4E×1機が福島第1原
発の航空偵察のため百里を離陸(09時40分百里着
陸) [SDF]

09:16 原子力:第7航空団T-4×1機が集じん飛行の
ため百里を離陸(10時42分百里着陸) [SDF]

09:20空自:偵察航空隊RF-4E×1機が, 被災地航空
偵察(岩手県沿岸)のため百里を離陸(10時33分百
里着陸) [SDF]

09:21 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(パン)を名古屋から松島まで空輸 [SDF]

10:02 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(パン)を名古屋から松島まで空輸 [SDF]

10:03空自:第2輸送航空隊C-1×1機が救援物資(軍
手,長靴)を入間から三沢まで空輸 [SDF]

10:05海自:「あいしま」が泊浜基地,韮浜の被災者
に食料, 日用品, ガソリン40L, 灯油20L, 牛乳24
パック,乾電池30個を提供 [SDF]

10:32海自:「ひらしま」処分艇が石巻市崎浜地区
の被災者にガソリン40L, 灯油20L, 牛乳24パッ
ク,日用品を提供 [SDF]

11:00海自:「ぶんご」が野々島,寒風沢島,朴島,柱
島の被災者に灯油2,000Lを提供 [SDF]

11:14空自:第3輸送航空隊C-1×1機が救援物資(民
生品)を名古屋から福島まで空輸 [SDF]

11:30空自:第2輸送航空隊C-1×1機が救援物資(米,
みそ,民生品)を入間から花巻まで空輸 [SDF]

11:38 空自:三沢ヘリコプター空輸隊CH-47×1機
が救援物資(燃料)を八雲から三沢へ空輸 [SDF]

12:00陸自:13旅団が相馬市立向陽中学校にて入浴
支援開始 [SDF]

12:12 空自:三沢ヘリコプター空輸隊CH-47×1機
が救援物資(燃料)を八雲から三沢へ空輸 [SDF]

15:42米軍のはし
け船,福島第1原
発に接岸 [NK]

06:52 JR奥羽線が全線で運行再開 [震災と

鉄道全記録]

09:05 山形新幹線が新庄-福島間で運転
再開 [震災と鉄道全記録]

14:00三陸道と仙台東部道路を結ぶ利府
JCT上り線で規制解除 [NK]

・JR東日本, 津波により太平洋沿岸の7
路線23駅の駅舎や線路が流出あるいは
土砂災害による埋没の被害を受けたと
発表 [A]

・経産省, 今夏の電力需要の25%削減を
目標に業界団体・企業と調整する方針
を明らかに [A]

・東北電力,今夏の計画停電を決定。岩
手・宮城・福島3県も対象とする可能
性を示す [A]

・経産省,茨城県の民間ガス備蓄基地に
対し国家備蓄用LPガスの放出を決定。
国家備蓄放出は初 [A]

・NTT東日本が3月31日時点までに福島・
宮城・岩手・青森・山形・秋田・茨城・
栃木・群馬・千葉・埼玉・神奈川・新
潟・東京・長野・山梨の各都県で設置
した特設公衆電話は計2,314台 [W: NTT

東日本]

・NTT東日本が3月31日までに青森・岩
手・宮城・山形・福島・茨城・栃木・
群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・新
潟・山梨・長野の各都県に設置したイ
ンターネット接続コーナーは計187 [W:

NTT東日本]

・KDDI, 機能停止中のau携帯電話基地
局が231局まで減少 [W: KDDI]

08:03 日本経団連の震災復興特別委員
会,初会合 [A]

10:00 国交省, 住宅補修が必要な被災者
向けに電話相談を開始。岩手・宮城・
福島ほか10県で被災者に無料で建築士
を派遣 [A]

・損害保険大手5社への地震保険金請
求, 3月末時点で25万件を突破。去最大
だった阪神大震災の全請求件数の約4
倍 [A]

・農林水産省とJAグループ,農協系金融
機関が被災農家(風評被害含む)へ無利
子で融資し当面の資金繰りを支えるこ
とを発表 [A]

・菅政権,被災者生活再建支援法に基づ
き,被災世帯に一律100万円の一時金を
5月より支給する方針を固める [A]

・金融庁,「金融検査マニュアル」改訂。
融資先に震災後赤字・返済に滞りが出
た場合でも「正常な融資先」として扱
うことを承認 [A]

・外務省, 特別措置による査証申請に
ついて通達。3月11日時点で在留資格
「留学」で滞在していたが再入国許可を
取得せずに出国した留学生について,
大学等教育機関で引き続き教育を受け
ることが確認できる場合, 簡素な手続
きで新たな査証の発給が可能に [W: 内

閣府]

・厚労省,第2回被災者等就労支援・雇用
創出推進会議 [W:厚労省]

・厚労省,国民年金,厚生年金保険及び船
員保険の年金受給権者又は受給者が届
出等を提出すべき日の延長について告
示 [W:内閣府]

・厚労省,旧規格適合医薬品の流通の延
長措置について告示 [W:内閣府]

・厚労省,ミネラルウォーター類の輸入
時審査について通知。審査手続きを簡
素化 [W:内閣府]

・農水省, 系統金融検査マニュアル・監
督指針の特例措置等について通知 [W:

内閣府]

・農水省,農業災害補償制度における対
応について通知。災害救助法が適用さ
れた市町村を区域に含む農業共済組合
等を対象に,家畜,園芸施設共済事業の
農業共済掛金の払込期限等を延長 [W:

内閣府]

・経産省・国交省・環境省, 基準適合表
示等が付されていない特定特殊自動車
の使用に係る当面の扱いについて, 事
務連絡。緊急復旧現場では, オフロー
ド法の基準適合表示等の付されていな
い特定特殊自動車でも適法に使用可
能 [W:内閣府]

・環境省,一般廃棄物を産業廃棄物処理
施設において処理する際の届出期間に
関する例外規定を創設する省令を公
布・施行 [W:内閣府]

‐厚労省,事業所や作業場等での勤務中
に被災した者について労災認定する方
針を決定したことが判明。事業主の説
明は不要 [FP]

12:52 日本地理学会, 調査自粛通知の
一部解除を通知 [地理; 6月号]

15:00頃総合科学技術会議,今後5年間
の科学技術政策の指針となる基本計
画を再検討することを決定 [A]

・建築系7学会(空気調和・衛生工学会,
地盤工学会, 土木学会, 日本コンク
リート工学協会,日本造園学会,日本
建築学会, 日本都市計画学会)会長,
「広域協働復興組織」の早期確立を
提唱する「東北地方太平洋沖地震後
の国土・地域振興に関する関連学協
会会長共同アピール」を首相・国交
省に提出し,記者会見 [W:土木学会]

・日本建築学会第1回東北支部災害調
査委員会,開催 [建築雑誌; No.1622]

・日本建築学会建築歴史・意匠委員
会, 3月31日付で「東北地方太平洋沖
地震による文化財である建築物の被
害について(依頼)」を文化庁に提出。
指定文化財・登録文化財等の歴史的
建築物の被災状況調査での連携や情
報共有を申し入れ [建築雑誌; No.1622]

・日本建築家協会JIA復興支援提言特
別委員会, 災害不幸支援活動のため
の提言に関する提案受け付け・情報
交換サイト「JIA災害復興支援アイ
デアバンク」を設置 [W: JIA災害復興支

援アイデアバンク]

・日本技術士会・防災支援委員会,「『東
日本大震災』支援への日本技術士会
の取組み」を3月31日付で発表 [W:日

本技術士会]

・日本下水道協会,福島県およびいわ
き市, 宮城県南三陸町・気仙沼市と
それぞれ打ち合わせ。下水道の被災
状況をヒアリング [W:日本下水道協会]

・都市再生機構,応急仮設住宅の建設
に係る支援要員を宮城県に派遣 [W:

UR]

・日本歯科医師会,岩手県歯科医師会
からの歯科診療車派遣要請をうけ
て,千葉県処痛の歯科診療車1台を輸
送。4月14日まで [W:日本歯科医師会]

・日本歯科医師会,岩手・宮城・福島
各県の歯科医師会に医薬品を緊急支
援物資の第3便として送付 [W:日本歯

科医師会]

・日本薬剤師会,福祉医療機構が実施
する「平成23年東北地方太平洋沖
地震にかかる災害復旧資金(医療貸
付)」の貸付対象に薬局を加えるよ
う, 厚労省医政局と福祉医療機構理
事長宛に要望書を提出 [W: 日本薬剤

師会]

・国立感染症研究所感染症情報セン
ター, 「がれき撤去作業等の際の感
染予防について」を発表 [W:国立感染

症研究所]
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市民社会 原発事故の影響 文化/風俗/メディア 東京圏/計画停電 福島県 宮城県 岩手県 海外動向

13:00 J―ACTION(中東の
農業支援をするNGO), 被
災した町工場の支援を福
島県南相馬市の桜井勝延
市長に申し出。従業員と
家族の一時避難先を仙台
市に確保し一般市民の受
け入れも提案 [A]

・国 際 環 境NGOのEoF-
Japan, 原発事故に関す
るNGO意見交換会を開
催 [W: FoEJapan]

・国際NGOハビタット・フ
ォー・ヒューマニティ・
ジャパン,先遣隊が福島県
いわき市入り [W: ハビタッ

ト・フォー・ヒューマニティ・

ジャパン]

・公益社団法人シャンティ
国際ボランティア会,岩手
県陸前高田市の米崎小学
校で炊き出し。近くの特
別養護老人ホーム高寿園
に届ける [W:シャンティ国際

ボランティア会]

・文科省,全国の国公私立大
学に対し,学生が東日本大
震災の被災者支援ボラン
ティアに参加した場合,そ
の活動を大学の単位とし
認めるよう要請する方針
を固めたとの報道 [A]

・全労連, 単産・地方組織
宛てに「東日本大震災被
災者救援ボランティアの
派遣について」通達 [W:全

労連]

・連合本部,岩手・宮城・福島
3県に派遣する連合救援ボ
ランティア隊の第1陣(総
勢129名)を派遣 [W:連合]

・厚労省,放射線量の検査を
せずに避難指示圏内の遺
体を区域外に運ぶことが
できることを通知 [A]

・厚労省と福島県,福島県天
栄村の牛肉から国家基準
の1.02倍の放射性セシウ
ムが検出されたと発表 [A]

・菅内閣, EUの要求に応え
て,日本産食品の産地証明
を産地の自治体に発行さ
せる方針を決定 [A]

・IAEA(国際原子力機関),
飯舘村で検出された放射
性物質をヨウ素131と特
定。海水分析の専門家の
派遣を発表 [A]

・原 子 力 安 全・保 安 院,
IAEA(国際原子力機関)に
よる避難区域外の土壌放
射線データを受け独自計
算。日本側の避難基準に
は達しないと発表 [A]

・愛媛県八幡浜市及び市議
会, 四国電力に対し, 伊方
原発の安全協定に加える
よう要望 [A]

・国際体操連盟, 10月の世
界選手権の東京開催を見
直し,開催の可否を再検討
すると発表 [A]

・4月入社予定の新卒者の
うち,東日本大震災の影響
で内定取り消された人が3
月31日までに約20事業所
で120人以上に上ると判
明 [A]

・香港入境事務処による
と, 3月17日から31日まで
に日本に住む外国人から
のビザ取得の申請が約300
件。270件の長期滞在ビ
ザを発行。外資系企業幹
部らが日本から香港へ拠
点を移す [A]

・米大使館,天皇陛下へのオバマ大統領のお見舞いの手紙を
公表 [A]

09:00時点 茨城県内の避難住民人は, 30市町村内の計1752
人。このうち県内居住者が748人,福島県内からが1003人,
宮城県内からが1人 [I]

18:00時点茨城県内で依然断水しているのは,神栖市の約2万
1700世帯など約2万6千世帯 [I]

19:00時点茨城県内の放射線量は,北茨城市が毎時0.617マイ
クロシーベルト, 高萩市が0.643マイクロシーベルト,大子
町が0.129マイクロシーベルト [I]

・東電,計画停電を4月1日も実施しないと発表 [A]

・東京都, 宮城県で4月から活動するボランティアの募集を
開始 [A]

・東京都豊島区,分庁舎の移転決定を発表。地震による破損
を受け防災拠点として機能しないと判断 [A]

・東京都立産業技術研究センター, 5月17日に予定していた
江東区青海の新本部への移転を延期すると発表 [NK]

・上野公園(東京都台東区)に「宴会の自粛のお願い」の看板。
1110個のぼんぼりの点灯や骨董市, 物産展も中止, との報
道 [A]

・在日米アメリカ使館,天皇陛下へのオバマ大統領のお見舞
いの手紙を公表 [A]

・神奈川県, 東日本大震災に関連した消費生活相談が増え
ていることから, 「震災に便乗した悪質商法110番」を実
施 [KS]

・相模湾沿岸の神奈川県内13市町,東日本大震災の大津波を
うけ,現在想定されている津波の規模を再検証するよう県
に求める [KS]

・横浜中華街の店主ら,「震災復興有志の会」を結成。4月3
日に「震災復興チャリティーバザー」を中華街の山下町公
園で開催予定 [KS]

・神奈川県秦野市青年団体協議会,修理した放置自転車を福
島市と岩手県奥州市に送る [KS]

・神奈川県相模原市,計画停電でJR相模線が運休した場合に
沿線の各駅をつなぐ代替バスを運行 [NK]

・さいたまスーパーアリーナに避難していた福島県双葉町
の町民,旧埼玉県立騎西高校への町ぐるみ移転が完了 [A]

・千葉県銚子市,東日本大震災で被災した漁業者や水産加工
業者を地区ごと受け入れると決定 [A]

・茨城県鹿嶋市内の11店舗が加盟する鹿嶋市飲食店協同組
合が炊き出し。市内3カ所の避難所に届ける [M]

・夫が茨城県鹿嶋市出身という縁で鹿嶋大使を務める研ナ
オコ,市内の避難所を慰問 [M]

・茨城県取手市, 福島県南相馬市から市内に避難している
160人を対象に, 自立支援説明会と小中学生への転入説明
会を実施 [M]

・茨城県空港対策課,閉鎖していた茨城空港のターミナルビ
ル2階フロアについて, 4月1日から立ち入りを再開すると
正式発表 [S]

・陸上自衛隊第12音楽隊が被災者の滞在する群馬県東吾妻
町原町のホテル「コニファーいわびつ」を訪れ音楽会を開
催 [J]

13:00 中東の農業支援をするNGOのJ―
ACTION, 相馬市長に被災した町工場の
支援を申し出。従業員と家族の一時避難
先を仙台市に確保し一般市民の受け入れ
も提案 [A]

・飯舘村の土壌検査結果についてIAEA(国
際原子力機関)が「避難指示に相当」とし
たことについて, 村長「改善策を実行し
ていく」 [FP]

・いわき市, 水道水の摂取制限を解除。飯
舘村の解除は4月1日から [FP]

・福島県, 農用地の汚染実態を把握するた
め3月31日から土壌分析調査を開始。4月
6日に農作業着手の可否を含め結果発表
の予定 [FP]

・応急危険度判定調査で, 福島県庁本庁舎
の複数箇所が「修繕の必要あり」と判定。
今後建て替えを含めた議論に [FP]

・被災地のがれき撤去にあたる市町, がれ
きの仮置き場の確保や撤去費用などの対
応に苦慮していることが判明 [FP]

‐福島県, 震災の復旧関連予算を確保する
ため, 部局ごとに個別事業の本格的見直
しに着手 [FP]

・福島県,福島第1原発事故をうけて役場機
能を移転した双葉郡8町村への支援を強
化。その一環として3月31日までに各役
場への派遣職員を増員 [FP]

‐南相馬市, 組織体制維持のため, 退職予
定者20人のうち希望のあった11人の定年
を1ヶ月延長 [FP]

・福島県災害ボランティアセンターによる
と, 3月31日時点での県内のボランティア
参加状況は, 県内関係者が延べ12954人,
県外が137人,計約1万3000人 [FP]

‐避難住民の帰宅やライフラインが復旧す
るなか,いわき市・南相馬市・相馬市で病
院や診療所が続々と再開 [FP]

・郡山市内のアイランドタクシー, 避難者
専用の無料タクシーを運行。3月31日ま
で [FP]

・馬陵タクシー, JR常磐線代替バス(原ノ
町-相馬)を運行開始 [W:国交省]

・JR山形新幹線,福島―新圧駅間で運行再
開 [FP]

・さいたまスーパーアリーナに避難してい
た福島県双葉町の町民, 旧埼玉県立騎西
高校への町ぐるみ移転が完了 [A]

・警察庁, 様々な困りごとの相談に乗る警
察官50人を3月31日から岩手・宮城・福
島3県に派遣 [A]

21:00時点 警察庁によると,
宮城県内の死者は7012人。
7000人を超える [K]

・宮城県災害対策本部, 東日
本大震災による宮城県の被
害総額(推計)が3月31日時点
で2兆753億円に達したと発
表 [K]

・宮城県, 仮設住宅の第2着工
分として11市町に195戸(予
定)を建設する方針を決定。
1次着工分1207戸と合わせて
建設戸数は2402戸となる見
通し [K]

・宮城県,避難所で暮らす被災
者の2次避難いついて, 大手
旅行代理店のJTB東北(仙台
市)にコーディネートを委託
する方針を決定 [K]

・仙台市,生産調整(減反)中の
農地を水田に復元する方針
を決定し, 仙台農協ととも
に生産者に提案したとの報
道 [K]

・石巻市では, 建物被害が7
万8000棟, 全建築物の6割。
全壊は3割。市の調査で判
明 [K]

・町外への2次避難に関する意
向調査を実施した南三陸町,
1400人を超える希望者のう
ち意向と合致した1100人に
対し避難先の自治体名を伝
える [K]

・南三陸町では, 神戸市民に
よる「神戸瓦礫復興支援隊」
が豚汁を志津川小で炊き出
し [K]

・警視庁,被災者の心のケアや
トラブル防止に当たる「警
視庁きずな隊」の第一陣30
人を宮城県に派遣 [A]

11:30 釜石市では, 避難所と
なっている市立尾崎小学校
に, 愛知県東海市のボラン
ティアグループが風呂を設
営 [A]

・岩手県, 仮設住宅の建設戸
数を従来の8800戸から1万
8000戸に増やすと決定。総
事業は約900億円 [K]

・岩手県, 県営施設「リアス
ハーバー宮古」(宮古市)が被
災したことを理由に,指定管
理者のNPO法人いわてマリ
ンフィールドに対し, 3月末
で指定管理業務の中止を通
告 [W:岩手日報]

・岩手県内24漁港の約1万4200
隻の漁船(昨年末時点)のう
ち, 震災後残っているのは
4%に満たない500隻程度と
判明。朝日新聞まとめによ
る [A]

・陸前高田市の診療所「松原
クリニック」,人工透析の実
施が困難な気仙沼市立病院
に対し患者の受け入れを申
し出 [K]

・住宅地や市街地を中心とし
た「建物用地」面積に占める
津波の浸水率,大槌町で岩手
県内最大の52%に上ること
が国土地理院の分析で判明,
との報道 [W:岩手日報]

・東北財務局盛岡事務所, 岩
手・青森両県の地方銀行や
信用金庫,中小企業団体を対
象に,「被災企業金融支援緊
急対策会議」を開催。被災
企業への支援策を協 [K]

・警察庁, 様々な困りごとの
相談に乗る警察官50人を3月
31日から岩手・宮城・福島3
県に派遣 [A]

12:00 中国:三一重工の寄贈し
たポンプ車, 福島原発1号機
へ向けて放水をスタート [RJ]

・在日アメリカ大使館,天皇陛
下へのオバマ大統領のお見
舞いの手紙を公表 [A]

・台湾:行政院国家科学委員会
副主委陳正宏, 台湾の置か
れたプレートが日本とは異
なり,また地質環境が大きく
異なることから,台湾本島で
M8以上の地震が発生する可
能性は低いと発言 [LT]

・ドイツ:ハンブルク港では,日
本からの船舶への本格的警
戒態勢が始まる。与党CSU
のIlse Aigner氏が正式な制
限項目を提示 [BZ]

・G20の国際通貨システムセ
ミナー,南京の紫金山庄で開
催。日本への支援で結束す
る一方,国際通貨体制の見直
しについてはすれ違い [A]

Thu.
31

Mar.

3月
31日
(木)
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Thu.
31

Mar.

3月
31日
(木)

12:17 空自:三沢ヘリコプター空輸隊CH-47×1機
が救援物資(建設用部品)を千歳から花巻へ空
輸 [SDF]

12:38空自:第3輸送航空隊C-1×1機が救援物資(水)
を美保から百里まで空輸 [SDF]

12:55 空自:偵察航空隊RF-4E×1機が被災地航空
偵察(岩手県沿岸)のため百里を離陸(14時06分百
里着陸) [SDF]

12:56 空自:飛行開発実験団C-1×1機が救援物資
(インスタント食品)を福島から松島まで空
輸 [SDF]

13:06海自:「すおう」が大島浦の浜の被災者に救
援物資を提供 [SDF]

13:23 海自:第25航空隊ヘリが被災地周辺にて捜
索・救助のための飛行を実施 [SDF]

13:25空自:第2輸送航空隊C-1×1機が救援物資(民
生品)を千歳から松島まで空輸 [SDF]

13:53 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(民生品)を千歳から松島まで空輸 [SDF]

14:18海自:「おおすみ」が大原小学校,清優館の被
災者に飲料水等11箱を提供 [SDF]

14:24 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(民生品)を千歳から松島まで空輸 [SDF]

14:58 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物
資(インスタント食品)を福岡から松島まで空
輸 [SDF]

15:12海自:「とよしま」が綾里地区コミュニティー
センターの被災者に缶詰144個, 副食缶詰288個,
乾パン128個,毛布20枚,トイレットペーパー100
個,ペーパータオル150個を提供 [SDF]

15:17 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物
資(インスタント食品)を福岡から松島まで空
輸 [SDF]

15:30空自:入間ヘリCH-47×1機が救援物資(灯油)
を八雲から三沢まで空輸 [SDF]

15:32 海自:「おおすみ」が鮎川漁港地区の被災
者に入浴支援, 健康相談を実施。また, 灯油36L,
カイロ240個, タオル220枚, おにぎり350個を提
供 [SDF]

15:42原子力:多用途支援艦「ひうち」が米軍バー
ジ船(1号)のえい航を終了 [SDF]

15:45陸自:東北方面後方支援隊が宮城野区及び若
林区にて燃料巡回配布を終了 [SDF]

16:09海自:「ひゅうが」と「あすか」が大島の被
災者に入浴支援を実施 [SDF]

16:14海自:「おおなみ」搭載機によって桂島及び
朴島の被災者に支援物資4セットを提供 [SDF]

16:45海自:横須賀警備隊が石巻市の被災者に入浴
支援を実施 [SDF]

18:00 海自:第2航空群が八戸地区の被災者にシャ
ワー支援,メンタルヘルスケアを実施 [SDF]

18:09海自:第3航空隊固定翼機,被災地周辺にて捜
索・救助のための飛行を実施 [SDF]

・陸自:第12音楽隊が被災者の滞在する群馬県東吾
妻町原町のホテル「コニファーいわびつ」を訪
れ音楽会を開催 [J]

‐理化学研究所,東北地方太平洋沖地
震の被災や電力供給不足等により,
必要な研究環境が整わない学生(学
部生,修士,博士課程学生等)・研究者
の受入や, 研究実験機器等の貸付・
研究基盤・リソース支援を実施 [W:

理化学研究所]

・科学技術振興機構低炭素社会戦略
センター東日本大震災特別対策シナ
リオ検討チーム, 「低炭素社会への
移行可能性――東日本大震災の影響
を考慮して」を発表 [W: 科学技術振興

機構]

・科学技術振興機構,復興・医療等の災
害対応に携わる機関・団体,科学技術
文献有料データベース「JDreamII」
を3月から無料提供開始 [W: 科学技術

振興機構]

・日本学術会議, 第4回東日本大震災
対策委員会を開催 [W:日本学術会議]

・三菱総合研究所,「夏の電力危機を
乗り切るために――求められる総
合的な節電メニューの検討と経済
活動を活性化させる節電方策」を発
表 [W:三菱総合研究所]

・玄葉科学技術政策担当相,東日本大
震災を受け「第4期科学技術基本計
画」の再検討を決定 [A]
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Fri.
1

Apr.

4月
1日
(金)

02:21 福島県沖を震源とす
る地震, M4.5,同県いわき
市で震度3 [Y]

07:17 宮城県沖を震源とす
る地震, M4.3,岩手県一関
市と宮城県登米市・大崎
市・石巻市・東松島市で震
度3 [Y]

19:49 秋田県内陸北部を震
源とする地震, M5.1,同県
大館市で震度5強 [A]

20:58 岩手県沖を震源とす
る地震, M5.9,同県大船渡
市・釜石市や青森県おい
らせ町などで震度4 [Y]

・行方不明者の集中捜索
が岩手, 宮城, 福島県の沿
岸部から沖合にかけて始
まった。3日間の予定。自
衛隊や米軍, 海上保安庁,
警察,消防が連携 [Y]

・消防庁の発表によると,
死者11075人, 行方不明者
13038人, 負傷者3031人。
建物は全壊10376棟, 半壊
7896棟, 一部破損132915
棟。各都道府県から報告
のあった避難者数は合計
209686人 [W:消防庁]

・首相官邸で菅首相が記者
会見。3月11日の東北地
方太平洋沖地震がもたら
した災害の呼称を「東日本
大震災」とすると発表 [Y]

・菅政権,今夏に「電力使用
制限令」を発動する方向
で最終調整に入る [A]

・菅内閣,閣僚の給与から月
50万円を半年間, 復興費
用に充てるため国庫に自
主返納することを閣僚懇
談会で申し合わせ [A]

・菅首相,記者会見で被災地
再生の街づくり構想を表
明。4月11日までに「復興
構想会議」を設置して具
体策を練る [A]

・菅首相が記者会見, 3月11
日の地震がもたらした災
害の呼称を「東日本大震
災」とすると発表 [A]

・玄葉国家戦略相が佐藤福
島県知事と会談後に記者
会見。政府内に原発被災
者専門の対応チーム立ち
上げを表明 [A]

‐民主党まとめの東日本大
震災復旧復興対策基本法
原案で,内閣に「防災復興
府」新設の構想浮上 [A]

・民主党, 東日本大震災を
受けて増やす閣僚ポスト
案について,震災復興担当
相の新設,防災担当相を環
境相から分離,沖縄・北方
担当相を官房長官から分
離,と自民・公明両党に提
示 [A]

・総務省,東日本大震災の被
災自治体に対し計9700億
円の地方交付税を4月初旬
に交付すると発表 [A]

・統一地方選の41道府県議
選, 15政令指定都市議選
が告示。岩手・宮城・福島
3県議選と仙台市議選は延
期 [A]

・日銀が3月の企業短期経
済観測調査(短観)を発表。
企業の景況感はわずかに
改善 [A]

・ニューヨーク外為市場で
円相場が一時1ドル=84円
台後半に。昨年9月以来の
円安ドル高水準 [A]

11:20頃 原子力安全・保安院, 福島
第1原発で一部の作業員の放射線
管理ができていない点について
「管理に万全を期すよう注意し
た」。線量計420個を確保し1日か
ら全員が着用 [A]

17:30 東電, 福島第1原発で放射性
物質の飛散防止剤を試験散布す
る作業を始めたと発表 [A]

・東電,汚染水の放射性物質の分析
結果(テルル129M等の値)に一部
誤りがあったと発表。これに対
し原子力安全・保安院は厳重注
意 [メルトダウン]

・静岡市,汚染水収容のためメガフ
ロートを提供 [メルトダウン]

・東京株式市場で東電株が一時400
円を割り込む [A]

05:00陸自:13旅団が岩沼市市民会館での給食支援
を開始 [SDF]

06:00陸自:13旅団が相馬市役所での給食支援を開
始 [SDF]

06:30陸自:14旅団が女川町にて物資輸送(食品・日
用品)及び入浴支援を開始 [SDF]

07:30原子力:CH-47(サーモグラフィ・放射線測定
機搭載)×1機による福島第1原発上空モニタリン
グ開始(07時51分終了) [SDF]

08:00海自:岩手県・宮城県・福島県の沿岸部集中
捜索を米軍等と共同して開始 [SDF]

08:00空自:岩手県・宮城県・福島県の沿岸部集中
捜索を米軍等と共同して実施 [SDF]

08:00 空自:航空救難団UH-60×7機, U-125×2機,
警戒航空隊E-2C×2機, E-767×1機が気仙沼市か
ら多賀城市及び海岸から沖合10マイルの海上等
の集中捜索を開始 [SDF]

08:00陸自:13旅団が中央台南小学校にて給食支援
を開始。中央台南中学校にて給水支援開始 [SDF]

08:00陸自:岩手県・宮城県・福島県の沿岸部集中
捜索を米軍等と共同して開始 [SDF]

08:20 陸自:10師団が救援物資(食品・日用品)を山
元町へ輸送 [SDF]

08:25 陸自:10師団が救援物資(食料)を横山地区へ
輸送 [SDF]

08:49海自:「てんりゅう」が牡鹿半島沖にてご遺
体1体を作業艇で収容 [SDF]

08:59原子力:偵察航空隊RF-4E×1機が福島第1原
発の航空偵察のため百里を離陸(09時32分百里着
陸) [SDF]

09:00 陸自:13旅団が尾花地区にて給水支援を開
始 [SDF]

09:01空自:偵察航空隊RF-4E×1機が, 被災地航空
偵察(岩手県沿岸)のため百里を離陸(10時20分百
里着陸) [SDF]

09:02海自:「あおしま」が追波湾にてご遺体1体を
処分艇で収容 [SDF]

09:04 陸自:10師団が救援物資(食料)を山元町浅生
原公会堂へ輸送 [SDF]

09:05 陸自:10師団が救援物資(食料)を山元町山寺
生活センターへ輸送 [SDF]

09:06 陸自:10師団が救援物資(食料)を山元町山下
生活センターへ輸送 [SDF]

09:13 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(パン)を名古屋から松島まで空輸 [SDF]

09:15 原子力:第7航空団T-4×1機が集じん飛行の
ため百里を離陸(10時26分百里着陸) [SDF]

09:16海自:「おおよど」が気仙沼沖にてご遺体1体
を内火艇で収容 [SDF]

09:35 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(パン,民生品)を名古屋から松島まで空輸 [SDF]

09:46 海自:「あすか」が気仙沼市沖にて男性9名,
女性10名,子供4名の住民に入浴支援 [SDF]

09:55 海自:「くらま」が, 玉川中学校から柱島ま
で,日用品一式をヘリで輸送 [SDF]

10:01空自:第3輸送航空隊C-1×1機が救援物資(民
生品)を美保から松島まで空輸 [SDF]

10:03海自:「くにさき」が石巻市沖にて男性65名,
女性55名の住民に入浴支援。また,灯油,おにぎ
り,ボディーソープ,バスタオル,衣類,カイロの
物品を提供 [SDF]

10:20海自:「ひゅうが」が石巻市沖にて男性40名,
女性35名の住民に入浴支援 [SDF]

05:29山万ユーカリが丘線が全線で運行
再開 [震災と鉄道全記録]

05:39わたらせ渓谷鉄道わたらせ渓谷線
が全線で運行再開 [震災と鉄道全記録]

05:50 真岡鉄道真岡線が全線で運行再
開 [震災と鉄道全記録]

08:11 JR陸羽西線が全線で運行再開 [震

災と鉄道全記録]

10:00 常磐道いわき中央IC-いわき四倉
ICの通行止めが解除 [W: NEXCO]

10:00時点 震災による通行止めの高速
道路は, 原発避難区域にあたる常磐
道いわき四倉IC-常磐富岡ICのみ [W:

NEXCO]

・資源エネルギー庁, 岩手県大槌町, 宮
城県石巻市に仮設ミニSSを設置 [W:経

産省]

・NTT東日本が4月1日までに福島・宮
城・岩手・青森・山形・秋田・茨城・
栃木・群馬・千葉・埼玉・神奈川・新
潟・東京・長野・山梨の各都県で設置
した特設公衆電話は計2,222台 [W: NTT

東日本]

・NTT東日本が4月1日までに青森・岩
手・宮城・秋田・山形・福島・茨城・
栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈
川・新潟・山梨・長野の各都県で設置
したインターネット接続コーナーは計
199 [W: NTT東日本]

‐ウィルコム,被災地の医療機関向けに
PHS端末を最大8000台貸し出す [A]

‐宮城県・岩手県の沿岸部市町村で防災
無線システムがほぼ壊滅状態であるこ
とが朝日新聞社のまとめで判明。復旧
の見通し立たず [A]

・北上川水系, 鳴瀬川水系, 名取川水系,
阿武隈川水系で緊急的な基準水位を導
入。発令基準を引き下げ [W:東北地方整

備局]

・国交省, 2011年度予算の公共事業につ
いて個別予算配分を示す箇所付けを発
表。予算執行を5%減らし東日本大震
災の復旧に振り向ける [A]

・日本銀行協会,被災地に本店がある北
日本・きらやか・仙台・福島・大東の
各銀行に口座を持ち通帳等を紛失した
者について,全国120行で預金引き出し
を可能にすると発表 [A]

・生命保険協会,災害地域生保契約照会
制度を開始し, 「災害地域生保契約照
会センター」を設置 [W:生命保険協会]

・日本郵便, 岩手・宮城・福島の一部地
域を除く郵便局でゆうパック受付が可
能。ゆうメールとポスパケットの取り
扱いも再開 [A]

‐コープ東北ネット事業連合, 4月より
食品や日用品の配達サービス再開 [NK]

・大畠国交相,仮設住宅の供給目標を6万
戸へ倍増するよう指示 [A]

・被災者が無償で半年間入居できる都営
住宅(600戸)に関する説明会,東京都庁
で始まる [A]

・ウェザーサービス社,被災地域(青森・
秋田・岩手・山形・宮城・福島・茨城・
千葉)への気象情報の無償提供を実施。
ただしパケット代は有料 [W: ウェザー

サービス社]

・金融庁,金融円滑化法の運用を定める
内閣府令を変更。倒産しそうな企業が
返還猶予を求める場合に金融機関が断
りやすいよう手続きを簡素化 [A]

・厚労省,避難所での民間職業紹介の特
例措置について通知。窓口ごとにパー
ティションで仕切りを設けることを不
要とするなど, 業務実施方法の要件を
緩和 [W:内閣府]

・農水省,災害復旧事業に係る計画概要
書等の提出期限の延長について省令を
制定 [W:内閣府]

・農水省,農家の戸別保障制度の申請期
限を2か月延長し, 8月末まで受け付け
ると発表。対象地域は災害救助法の適
用された市町村 [A]

・文科省,「こどもの学び支援ポータル
サイト」を開設 [A]

・大規模災害時に東京メトロ駅構内の防
犯カメラ映像を警視庁に配信する「非
常時映像伝送システム」, 試験運用を
開始 [A]

・土木学会,東日本震災特別委員会総
合調査団を現地に派遣。4月7日ま
で [W:土木学会]

・地盤工学会, 震災調査・復旧支援
にむけて, 専門知識を生かしたプロ
フェッショナル・ボランティアとし
て活動する学会員を募集開始 [W: 地

盤工学会]

・日本下水道協会,宮城県名取市と打
ち合わせ, および簡易処理の状況確
認 [W:日本下水道協会]

・新潟県弁護士会,「東日本大震災の
被災者に対する現金給与を求める要
請書」を国・関係県に提出 [W:新潟県

弁護士会]

・日本社会福祉士会,岩手県庁の生活
支援・再建相談に, 4月1日から, 毎
日1名を継続して派遣。4月29日ま
で [W:日本社会福祉士会]

・日本社会福祉士会,宮城県松島市地
域包括支援センターへの支援のた
め, 4月1日以降,毎日2名を継続して
派遣 [W:日本社会福祉士会]

・全国社会保険労務士会連合会,被災
者を対象に, 雇用労働問題, 労働社
会保険, 中小企業支援に関する無料
電話相談窓口「社労士会 復興支援
ほっとライン」を開設 [W:全国社会保

険労務士会連合会]

・日本歯科医師会,広島県歯科医師会
の移動診療車1台を宮城県に派遣 [W:

日本歯科医師会]

・国立感染症研究所感染症情報セン
ター, 被災地・避難所における予防
対策にむけ, 「被災地におけるつつ
が虫病について」を公表 [W:国立感染

症研究所]

‐日本学生相談学会,「東日本大震災
対策学生相談メーリングリスト」を
立ち上げ。被災学生の支援について
の情報共有等を実施 [W: 日本学生相談

学会]

・日本環境測定分析協会,会員有志の
環境測定分析事業者と協力して水や
土壌等を対象とした無償での測定分
析を開始。検査依頼受付期間は4月
1日～5月31日 [W:内閣府]

・科学技術振興機構低炭素社会戦略セ
ンター東日本大震災特別対策シナリ
オ検討チーム, 「東日本大震災によ
り被災された地域の復興に向けて」
を発表 [W:科学技術振興機構]

・日本学術会議, 第5回東日本大震災
対策委員会を開催 [W:日本学術会議]

・東北大学災害制御研究センター,仙
台市青葉区の同センターで東日本大
震災に関する報告会を開催。仙台市
宮城野区の蒲生干潟は, 生態系回復
が困難なほど深刻な被害 [K]

・原発の専門家ら,専門家の総力を結
集した態勢で事態に取り組むよう
政府に求める提言を発表。国民に陳
謝 [A]
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・被災した酒蔵の支援を目
的とする日本酒情報サイ
ト「Save The東北の酒」,
公開 [W: Save the東北の酒]

・八王子市民活動協議会,八
王子市市民活動支援セン
ターと義援金募金のお願
いを広報誌に掲載。募金
の母体は八王子市 [八王子

市民活動協議会広報誌]

・NPO/NGOに関する税・法
人制度改革連絡会,「復興
支援に向けたNPO法・税
制等に関する緊急要望書」
を取りまとめ, 政府, 与野
党に対して緊急要望 [W:日

本NPOセンター]

・全労連や民主団体などか
らの支援物資の共同発送
を行う「全国災対連共同
支援センター」,岩手・宮
城にむけて第1弾の発送を
実施。段ボール114箱 [W:

全国災対連]

・企業の入社式の中止や延
期が相次ぐ [A]

・被災各地で入社式・入庁
式が開かれる [A]

・4月1日時点で, 東北・関
東・甲信越の大学110校以
上で授業開始が延期。 4
月:国立5公立8私立52。5
月:国立5公立6私立41。検
討中:国立1公立1私立3 [A]

・各企業に被災学生への特
別措置や選考日程を延期
の動きが広がる [A]

・東京・上野動物園でジャ
イアントパンダ2頭が初め
て一般公開。10日まで被
災者の入園は無料 [A]

・ジャニーズ事務所,東京・
代々木第一体育館前にて
支援企画「マーチングJ」
を開始。近藤真彦さん,
TOKIO, 嵐らが募金呼び
かけ。一日で10万1000人
が集まる [A]

・財団法人「日本手芸普及
協会」, サイト上で被災
地の子供の通園・通学用
バッグ作成を募集。告知
から一週間で1万枚以上が
集まった [A]

・ハウス食品, 東北6県を
除き広告再開 [宣伝会議;

No.815]

・総務省, NHKと民放連に
対し,災害に係る正確かつ
きめ細やかな情報を迅速
に国民に提供するよう,文
書で要請 [W:内閣府]

・警察庁, 3月31日までに把
握したネット上のデマ24
件の削除をサイト管理者
に依頼したと表明 [A]

・福島県警楢葉署,福島第2
原発に街宣車で侵入した
男性(無職, 25歳)を, 建造
物侵入と器物損壊の疑い
で逮捕 [K]

・都営住宅へ入居説明会はじまる。被災者の入居が本格化。
被災者らは,生活拠点が確保できたことに安心する一方,仕
事探しや慣れない土地で暮らす不安も [A]

・大規模災害時に東京メトロ駅構内の防犯カメラ映像を警
視庁に配信する「非常時映像伝送システム」,試験運用を
開始 [A]

・横浜市, 震災の影響で売り上げが落ち込んだ市内の中小
企業に対し,低利融資する「震災対策特別資金」を実施開
始 [NK]

・千葉県浦安市の松崎秀樹市長らが記者会見。液状化災害
のため, 4月10日の県議選投開票は市選挙区では実施困難
と述べる [A]

・千葉県の浦安商工会議所(柳内光子会頭), 地震の影響で売
り上げが落ち込む浦安市の地元商店を支援しようと,「浦
安の絆」復興キャンペーンを開始 [CN]

・茨城県,山口やちゑ副知事を本部長とする「県緊急節電対
策推進本部」を設置 [I]

・茨城県内で依然断水しているのは, 神栖市の約2万1700世
帯をはじめ,鹿嶋・潮来など6市の一部で計約2万6000世帯
に上る(18:00時点) [I]

・茨城県内の避難住民人は, 30市町村内の計1419人。このう
ち県内居住者が577人, 福島県内からの人が842人(19:00時
点) [I]

・茨城県内の放射線量は,北茨城市が毎時0.578マイクロシー
ベルト,高萩市が0.582マイクロシーベルト,大子町が0.129
マイクロシーベルト(19:00時点) [I]

・茨城県教育委員会, 茨城県内に避難中の福島県などの児
童・生徒の就学問題で, 4月1日までに小中高校などで計309
人の受け入れが決定したと発表 [I]

・茨城県取手市下高井の市立永山小で, 避難所にいる子供
たちに勉強してもらおうと,教科書などを集め図書室を作
る [S]

・茨城県大洗町,宮城県女川町に4トントラック1台分の救援
物資を送る [I]

・茨城県牛久市,宮城県の要請を受け亘理町に職員を派遣す
るとともに,支援物資を運ぶ [S]

・茨城県龍ケ崎市の市議会全員協議会,財源確保のため行政
視察の旅費や委員会交付金,政務調査費の支出自粛を申し
合わせる [S]

・茨城県の石岡商工会議所,会員事業所の震災支援策として,
4～6月の3ヶ月間の会費免除を決定 [S]

・茨城県の下館ゴルフ倶楽部,同市立下館総合体育館で避難
生活を送る福島県いわき市の被災者22人を招待 [M]

・アクアワールド茨城県大洗水族館,営業を再開 [S]

・台北駐日経済文化代表処, 東日本大震災の義援金100万円
を茨城県に送る [I]

・群馬県安中市の安政遠足(とおあし)保存会, 市内で臨時総
会を開き5月8日予定の第37回安政遠足(侍マラソン)の中止
を決定 [J]

・浪江町, 臨時役場がある二本松市東支所
で新採用職員に辞令 [ふくしまの30日]

・原発事故で出荷自粛を強いられている福
島県産の牛の原乳, 1日あたり200トン廃
棄されているとの報道 [FP]

・厚労省が31日に天栄村の牛肉から前提基
準値を超える放射性物質が検出されたと
発表した件で,福島県が再検査した結果,
放射性物質は不検出 [FP]

‐福島第1原発事故に伴う風評被害で, い
わき市のトマトの単価は例年の半値から
4分の1まで下落 [FP]

・福島県, 県内スーパーなどに県産野菜の
コーナーを設けて販売する「がんばろう
ふくしま!地産地消運動」をスタート [FP]

・福島県内の被災者がホテルや旅館に移る
2次避難, 4月1日から開始。県が宿泊費を
負担 [FP]

・福島県教育委員会によると, 震災の影
響で県内公立校の約7割で被害。4月1日
までの被害総額が数百億円に上る見通
し [FP]

・義援金の配分会議, 福島県林業会館で開
催。被災世帯と原発30キロ圏内の世帯に
3万円配分を決定 [ふくしまの30日]

・片山総務相,福島・岩手・宮城など7県と
県内市町村に対し, 普通交付税3553億円
を繰り上げ交付すると報告。福島県の交
付総額は1782億円 [FP]

‐震災後3週間で県内工場の再開が相次ぐ。
いわき大王製紙は3月24～25日,いわき市
錦町のクレハいわき事業所は4月1日まで
に一部製品の生産を再開 [FP]

・宮城県議会,国の支援策の早
期検討を促すため,菅首相に
政府調査団の派遣を要請す
ることを決定 [K]

・宮城県,被災者が暮らす避難
所で必要とされている救援
物資の紹介をホームページ
上で開始 [K]

・村井県知事,仮設住宅につい
て, 3万戸は必要との見通し
を示す。池口国土交通副大
臣に伝え,支援を要請 [K]

・宮城県,石巻・気仙沼両市と
女川町の冷凍・冷蔵倉庫が被
災し内部の水産物が腐敗し
始めている問題で, 3.5万ト
ンを海洋投棄する方針。県
災害対策本部で明らかに [K]

・宮城県,倒壊の恐れがある仙
台高等技術専門学校で,職員
室などの移転作業中に,訓練
生の個人情報が入った教員
用ノートPC2台を紛失した
と発表 [K]

・宮城県教育委員会,教職員人
事を発令。異動規模は前年
度を450人下回る3367人 [K]

・宮城県内への3月30日の燃
料出荷量が, 1日当たりの前
年平均量を震災後初めて上
回ったことが,東北経済産業
局の調査で判明 [K]

・東北経済連合会と東北活性
化研究センターが「大震災
復興対策特別委員会」を4月
1日付で合同で設置。産業振
興,社会インフラの整備など
について3カ月で提言を取り
まとめる [K]

・仙台市,住宅を牛なた被災者
に提供できる見通しがつい
た市内の仮設住宅436戸の概
要を公表 [K]

・東北大学災害制御研究セン
ター,仙台市青葉区の同セン
ターで東日本大震災に関す
る報告会を開催。仙台市宮
城野区の蒲生干潟は,生態系
回復が困難なほど深刻な被
害 [K]

・下水の浄化センターが深刻
な被害を受けた仙台圏沿岸
部で,一時マンホールから汚
水があふれ出す事態が生じ
ているとの報道 [K]

・石巻商工会議所で, 宮城県,
石巻市, 東松島市, 石巻港整
備・利用促進期成同盟など6
団体が,石巻港の復興に向け
「団結式」。関係者60名が出
席 [K]

・達増県知事, 4月中に復興ビ
ジョンの策定作業に着手し,
2011年度前半に中間報告を
まとめる方針を提示 [K]

・自衛隊と在日米軍,岩手県な
どで合同の行方不明者集中
捜索を開始 [W:岩手日報]

・岩手県沿岸の13市町村,早期
復興を目指し期成同盟会(会
長・野田武則釜石市長)を設
立。連携を密にし,国や関連
機関に対し応急対策や災害
復旧支援を要望 [W:岩手日報]

・台湾:中国信託フィナンシャ
ルグループ,東京消防庁の活
動協力のため1億円を東京都
に寄付 [A]

‐中国:三一重工, 東電が同社
に対し, 56メートル以上のコ
ンクリートポンプ車30台の
発注意向を表明しているこ
とを明らかにする [RJ]

‐中国:在日中国企業による救
援・義捐活動が商務部のウェ
ブサイトで紹介される [RJ]

・香港:ジャッキーチェンら芸
能人,ビクトリアパークで被
災者支援のコンサートを開
催 [A]

・国連, 福島第1原発から放出
される放射性物質について,
広い範囲で大気中に拡散し
始めているものの濃度は健
康に危害を及ぼすほどレベ
ルではないと発表。また潘
基文事務総長は,各国の原子
力の安全に関する政策やメ
カニズムを確固たるものに
する必要を訴える声明を発
表 [W:外務省]

・WFP(世界食糧計画),輸送拠
点を設置するなど,日本政府
や被災自治体,支援活動を展
開する援助団体・福祉団体な
どをバックアップ [W:外務省]

Fri.
1

Apr.

4月
1日
(金)
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全般 国/政治経済 原発/東電 自衛隊 米軍/米国 基礎的インフラ 生活/生産の基盤 学界/専門家組織

Fri.
1

Apr.

4月
1日
(金)

10:22空自:第3輸送航空隊C-1×1機が救援物資(乾
麺)を入間から福島まで空輸 [SDF]

10:30 陸自:10師団が救援物資(食料)を山元町真庭
区民会館へ輸送 [SDF]

10:55 陸自:10師団が救援物資(食料)を山元町坂元
中学校へ輸送 [SDF]

11:15 空自:飛行開発実験団C-1×1機が救援物資
(民生品,オムツ等)を千歳から松島まで空輸 [SDF]

11:22 空自:入間ヘリ空輸隊CH-47×1機が救援物
資(ゴム手袋)を入間から松島まで空輸 [SDF]

11:44空自:第2輸送航空隊C-1×1機が救援物資(民
生品)を福岡から松島まで空輸 [SDF]

11:49 陸自:10音楽隊が岩沼市民会館で慰問演奏
(11時49分～15時30分) [SDF]

12:00陸自:13旅団が相馬市向陽中学校にて入浴支
援を開始 [SDF]

12:00陸自:2施設団が東松島市, 女川町,多賀城市,
仙台市岡田地区・蒲生地区にて道路啓開と瓦礫
除去を実施 [SDF]

12:27空自:北空派遣隊が東松島市にて医療支援を
開始 [SDF]

12:30海自:横須賀警備隊が石巻市市営駐車場にて
男性122名,女性110名の住民に入浴支援 [SDF]

12:49海自:「おおよど」が気仙沼沖にてご遺体1体
を内火艇で収容 [SDF]

12:50海自:「つのしま」が気仙沼沖にてご遺体1体
を処分艇で収容 [SDF]

13:00 海自:「ひらしま」が気仙沼防災本部A(大
島)まで救援物資(乾パン, 缶飯等)を作業艇で輸
送 [SDF]

13:15海自:「ちよだ」が石巻市大指地区まで救援
物資(食料,水等)を作業艇で輸送 [SDF]

13:30 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(水)を福岡から松島まで空輸 [SDF]

13:45海自:「てんりゅう」が牡鹿半島沖にてご遺
体1体を作業艇で収容 [SDF]

14:19 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(カーペット)を名古屋から松島まで空輸 [SDF]

14:30 陸自:10師団が救援物資(日用品)を山元町山
下中学校へ輸送 [SDF]

14:31 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(菓子)を名古屋から松島まで空輸 [SDF]

14:45 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(抗菌剤)を名古屋から松島まで空輸 [SDF]

14:59海自:「くらま」が多賀城から寒風沢島まで
ガソリンをヘリで輸送 [SDF]

15:25陸自:東北方面後方支援隊が宮城野区及び若
林区において燃料巡回配布を終了 [SDF]

15:28 空自:飛行開発実験団C-1×1機が救援物資
(民生品,オムツ等)を千歳から松島まで空輸 [SDF]

15:30 陸自:13旅団が救援物資(食料)を相馬市卸売
市場へ輸送 [SDF]

15:44海自:「てんりゅう」が牡鹿半島沖にてご遺
体1体を作業艇で収容 [SDF]

16:04海自:「てんりゅう」が牡鹿半島沖にてご遺
体1体を作業艇で収容 [SDF]

17:46原子力:多用途支援艦「ひうち」が米軍バー
ジ船(2号)を小名浜港から福島第1原発沖へ向け
えい航開始 [SDF]

・防衛相と統合幕僚長,天皇・皇后に「東北地方太
平洋沖地震および福島原発に対する自衛隊の活
動状況について」説明 [皇室; 51]
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市民社会 原発事故の影響 文化/風俗/メディア 東京圏/計画停電 福島県 宮城県 岩手県 海外動向

・気仙沼市本吉町末ノ先沖合
2キロの海上で,第3管区海上
保安庁所属の特殊救難隊が,
漂流している犬を発見し保
護 [K]

・女川町のかまぼこ製造「高
政」,かまぼこの製造を再開
し,被災者に無料で配布して
いるとの報道 [K]

・ジョナサン・フリード駐日カ
ナダ大使, 多賀城市を訪問。
避難所の多賀二中に毛布100
枚とお菓子・ノートを届け
る [K]

・東北大病院の医療チーム,南
三陸町を訪問し,避難住民を
往診 [K]

・東北地方整備局,北上川・鳴
瀬川・名取川・阿武隈川の4
水系14河川で,洪水予報と水
防警報の発令基準を1段階引
き下げる緊急措置。雪解け
による水量増と堤防の強度
が弱まっているため [K]

・「三陸新報」, 輪転機が一部
復旧し毎日4ページでの発行
を開始 [A]

・「仙台いのちの電話」, 震災
で中断していたが4月1日に
再開 [A]

・東日本大震災で身寄りをな
くした子供たちの実態調査,
各地の避難所で始まってい
るとの報道 [K]

Fri.
1

Apr.

4月
1日
(金)
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全般 国/政治経済 原発/東電 自衛隊 米軍/米国 基礎的インフラ 生活/生産の基盤 学界/専門家組織

Sat.
2

Apr.

4月
2日
(土)

02:04 三陸沖を震源とする
地震, M5.4,青森県東通村
で震度3 [Y]

05:00 宮城県沖を震源とす
る地震, M4.8,岩手県釜石
市で震度4, 同県宮古市・
青森県階上町・宮城県気
仙沼市などで震度3 [Y]

13:08 宮城県沖を震源とす
る地震, M5.2,同県気仙沼
市・栗原市や岩手県大船
渡市・釜石市などで震度
4 [A]

16:56 茨城県南部を震源と
する地震, M5.0,同県鉾田
市で震度5弱 [A]

23:38 福島県浜通りを震源
とする地震, M4.9,いわき
市で震度4 [Y]

・16:55頃に発生した茨城県
南部を震源とする地震に
ついて気象庁が記者会見。
「東日本大震災の余震では
ないが,誘発された可能性
がある」 [Y]

・菅首相,震災後初めて被災
地を地上視察。岩手県陸
前高田市役所仮庁舎など
を訪問 [A]

・菅首相,避難所となってい
る陸前高田市立米崎小学
校を訪問 [A]

・菅首相,原発事故対応の前
線基地となっている楢葉
町の「Jヴィレッジ」を視
察。自衛隊員や東電社員
らに「絶対に負けないと
いう信念で闘って欲しい」
[A]

・鹿野農水相,石巻漁港を視
察 [A]

・鹿野農水相,宮城県の村井
知事と会談 [A]

09:30 福島第1原発2号機の取水口
付近に汚染水。亀裂から海への
流出を確認 [NK]

11:35頃 原子力安全・保安院, 福島
第1原発から南に40キロ離れた海
水から基準値の約2倍にあたる
79.4ベクレルの放射性ヨウ素を検
出したと発表 [A]

12:10菅首相, 原発事故対応の前線
基地となっている福島県楢葉町
の「Jヴィレッジ」を視察。整列
する自衛隊員や東電社員らに「絶
対に負けないという信念で闘っ
て欲しい」 [A]

14:50頃 東電, 福島第1原発2号機で
作業用の穴の亀裂から高濃度の
放射能汚染水が海にもれ出てい
るのを確認したと発表 [A]

23:11東電の松本原子力・立地本部
長代理が会見。午後7時に放射能
汚染水が漏れている作業用の穴
にコンクリートを注入したが「漏
洩(ろうえい)している水の量に大
きな変化はみられなかった」 [A]

・東電,福島第1原発4号機原子炉建
屋内に初めて入り,放射能を帯び
た水があることを確認したと発
表 [メルトダウン]

・福島第1原発の敷地境界に8カ所
設置されたモニタリングポスト
が震災から3週間ぶりに復旧。1
～4号機に近い南方向の敷地外へ
高レベルの放射性物質漏れが続
く [メルトダウン]

・東電が3月末に提出した2011年度
電力計画に福島第1原発7・8号機
の増設計画が盛り込まれていた
ことが判明 [メルトダウン]

06:41 陸自:13旅団が相馬市にて給食支援を開
始 [SDF]

07:00 陸自:13旅団がいわき市にて給水支援を開
始 [SDF]

07:03 空自:災害復旧支援隊(松島)が石巻市にて給
水支援活動を開始 [SDF]

07:20空自:北空派遣隊(山田)が給水支援,捜索救助
等の活動を開始 [SDF]

07:23原子力:CH-47(サーモグラフィ・放射線測定
機搭載)×1機による福島第1原発上空モニタリン
グ開始(07時45分終了) [SDF]

08:00海自:第2航空群が診療支援,メンタルヘルス
ケアを実施 [SDF]

08:00空自:大滝根山分屯基地が田村市内にて給水
給食支援活動を開始 [SDF]

08:01 空自:航空救難団UH-60×7機, U-125×2機,
警戒航空隊E-2C×3機, E-767×1機が気仙沼市か
ら多賀城市及び海岸から沖合10マイルの海上等
集中捜索を開始 [SDF]

08:02海自:「くらま」が野々島の流木・瓦礫等を
除去 [SDF]

08:03原子力:偵察航空隊RF-4E×1機が福島第1原
発の航空偵察のため百里を離陸(08時42分百里着
陸) [SDF]

08:21海自:「おおなみ」が桂島の流木・瓦礫等を
除去。また支援物資を搬送 [SDF]

08:28原子力:多用途支援艦「ひうち」が米軍バー
ジ船(2号)のえい航終了 [SDF]

09:00陸自:13旅団が熊野神社及び薬師堂にて給水
支援を開始 [SDF]

09:05 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(パン,ソーラー発電システム)を名古屋から松島
まで空輸 [SDF]

09:15 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(ソーラー発電システム)を名古屋から松島まで
空輸 [SDF]

09:48 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(ソーラー発電システム,パン等)を名古屋から松
島まで空輸 [SDF]

09:50陸自:東北方面後方支援隊が宮城野区及び若
林区にて燃料巡回配布を開始 [SDF]

10:16空自:第3輸送航空隊C-1×1機が救援物資(民
生品)を美保・入間から福島まで空輸 [SDF]

10:20空自:第2輸送航空隊C-1×1機が救援物資(民
生品)を千歳から松島まで空輸 [SDF]

10:38 海自:「くにさき」が渡波漁港地区にて入
浴支援(男性31名, 女性31名)及び物資提供(灯油
30L,タオル,バスタオル,ぜんざい) [SDF]

10:46空自:第2輸送航空隊C-1×1機が救援物資(民
生品)を千歳から松島まで空輸 [SDF]

10:53空自:第2輸送航空隊C-1×1機が救援物資(衛
星電話)を入間から三沢まで空輸 [SDF]

10:54海自:「おおなみ」が寒風沢島の被災者に支
援物資を搬送 [SDF]

11:01海自:「すおう」が大島浦浜へ救援物資を輸
送 [SDF]

11:13 海自:「あまぎり」が桂島の被災者にダン
ボール76個を搬送 [SDF]

11:18空自:第2輸送航空隊C-1×1機が救援物資(民
生品)を千歳から松島まで空輸 [SDF]

11:37海自:「おおなみ」が野々島の被災者に支援
物資を搬送 [SDF]

11:55空自:第3輸送航空隊C-1×1機が救援物資(民
生品)を福岡から松島まで空輸 [SDF]

・米 海 兵 隊 特
殊 兵 器 対 処
部 隊Chemical
Biological Inci-
dent Response
Force(CBIRF)
が原子力問題対
策のために来日
(4日まで, 計約
150人) [A]

05:00 昭和シェル石油, 八戸油槽所から
出荷再開 [W:昭和シェル石油]

09:00時点 NTT東日本が福島・宮城・岩
手・青森・山形・秋田・茨城・栃木・群
馬・千葉・埼玉・神奈川・新潟・東京・
長野・山梨の各都県で設置した特設公
衆電話は計2,251台 [W: NTT東日本]

09:00時点 NTT東日本が青森・岩手・宮
城・秋田・山形・福島・茨城・栃木・
群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・新
潟・山梨・長野の各都県で設置したイ
ンターネット接続コーナーは計217 [W:

NTT東日本]

09:00 JR西日本, 在来線の一部区間で間
引き運転。福島・茨城両県の車両部品
工場が被災し消耗部品の調達が困難の
ため [A]

・東北ガス,白河市の一部(514戸)が全戸
復旧完了 [W:日本ガス協会]

・厚労省,東日本大震災による行方不明
者について, 死亡したと推定するまで
の期間を短縮する方針を決定 [A]

‐政府,復興事業を被災地の地元企業に
優先的に発注するなど, 緊急雇用対策
案を4月2日までにとりまとめ [FP]

・日本地震工学会・日本建築学会・地
盤工学会・日本機械学会・土木学会
からなる「東北地方太平洋沖地震被
害調査連絡会」に日本地震学会が新
規加入 [W:土木学会]

・日本建築学会東北支部災害復興支
援委員会,設置 [建築雑誌; No.1622]

・日本下水道協会,宮城県石巻市・女
川町とそれぞれ打ち合わせ。被害状
況及び簡易処理の状況を確認 [W: 日

本下水道協会]

・日本核医学会,ホームページに「放射
線に関する用語の開設」を掲載 [W:

日本核医学会]

・放射線医療総合研究所, 福島第1原
発事故による放射線影響の程度と,
身の回りの放射線の量とを比較した
「放射線被ばく早見図」を作成して
公開 [W:放射線医療総合研究所]

・福島県立医科大,広島・長崎大学と
放射線研究連携協定を締結 [A]
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・神奈川県内の約30団体で
つくる「被災地の子ども
を支援する神奈川市民
の会」, 宮城県気仙沼市
に到着。支援物資を届け
る [KS]

・「横浜・災害ボランティア
バスの会」,気仙沼市で支
援活動 [A]

・原子力災害現地対策本部,
福島県川俣町と飯舘村の
15歳以下946人の甲状腺
の被曝線量について,問題
ないとの見解発表 [A]

・福島県立医科大,広島・長
崎大学と放射線研究連携
協定を締結 [A]

・農水省など,食品の放射能
汚染問題で,千葉県北部の
一部地域について葉物野
菜の出荷停止を検討。県
単位以外の制限は初 [A]

・出荷停止措置や風評被害
で痛手を受ける茨城県の
農家が, 国連大学前広場
(東京都・渋谷)で産直市。
買い物客は「応援してい
るよ」「負けないでね」と
声を掛け,特産のミズナや
コマツナを次々に手にし
た [A]

・原発事故に不安を感じる
在日外国人向けの緊急講
演会「地震と原発」, TKP
渋谷カンファレンスセン
ター・ホール3Aで開催 [A]

・宝塚歌劇団宙組, 大阪・
阪急梅田駅構内で募金活
動 [NS]

・岩手県の酒造メーカー
「あさ開」と「南部美人」,
YouTubeに「被災地岩手
から『お花見』のお願い」
と題し動画を投稿。花見
を自粛しないよう呼びか
け [K]

・東京・新宿歌舞伎町など
の繁華街で,警視庁が風俗
店に節電を呼びかける立
ち入り調査が終了。無届
けや時間外深夜営業の72
店を警告・指導したほか,
派手なネオンは控えるよ
う各店に要請 [A]

・東京・新宿歌舞伎町などの繁華街で,警視庁が風俗店に節
電を呼びかける立ち入り調査が終了。無届けや時間外深夜
営業の72店を警告・指導したほか,派手なネオンは控える
よう各店に要請 [A]

・銀座中央通りの歩行者天国(東京), 震災を受け一時休止し
ていたが再開 [A]

・神奈川県内の約30団体でつくる「被災地の子どもを支援す
る神奈川市民の会」,宮城県気仙沼市に到着。支援物資を
届ける [KS]

・神奈川県川崎市内を中心に活動するアマチュア吹奏楽団
によるチャリティーコンサート,県立東高根森林公園パー
クセンターで開催 [KS]

・横浜市中区の本牧山頂公園で,桜を活用したチャリティー
イベントが開催。東日本大震災の被災地支援の一環とし
て [KS]

・福島県飯舘村から埼玉県加須市に避難している菅野克之
さん(52), 自宅倉庫から持ってきたジャガイモの種芋をボ
ランティアらと植え付け。福島県内では作付け延期を県が
要請 [A]

・福島県双葉町の町民が町役場とともに移転した旧埼玉県
立騎西高校(埼玉県加須市)で, 4月から同市立の中学校に通
う生徒の制服の採寸が行われた [S]

・農林水産省など, 食品の放射能汚染問題で, 千葉県北部の
一部地域について葉物野菜の出荷停止を検討。県単位以外
の制限は初 [A]

・千葉県松戸市の常盤平さくらまつりが中止に。東日本大
震災の影響。常盤平団地自治会は4月2・3日に,新京成電鉄
常盤平駅近くで募金活動 [A]

・茨城県内の避難住民は, 28市町村内の計1333人。このうち
県内居住者は545人, 福島県内からの避難者は788人(17:30
時点) [I]

・茨城県の水道,神栖市で約1千世帯などが復旧し,断水世帯
は全体で約2万5千世帯(18:00時点) [I]

・茨城県内の放射線量は,茨城市が毎時0.539マイクロシーベ
ルト,高萩市が0.515マイクロシーベルト,大子町が0.127マ
イクロシーベルト(20:00時点) [I]

・茨城県取手市,福島県からの避難者に安定した生活をして
もらうため,総務部長をリーダーとする「避難者支援チー
ム」を設立 [S]

・茨城県坂東市で,地元のJA岩井や青果販売組合などが参加
し,東日本大震災復興支援チャリティー野菜市が開催。4月
3日まで [I]

・鹿島灘漁業権共有組合連合会(茨城), 県に依頼していた魚
介類6品目について分析検査の結果,食品衛生法の暫定基準
値を大幅に下回ったと発表 [I]

・風評被害に直面した生産者ら,茨城県茨城町と水戸市で地
場産の旬野菜を市価の半額や無料配布するイベントを開
催。おいしさと安全性を訴える [I]

・サッカーJ2水戸の選手ら,避難所となっている茨城県土浦
市の霞ケ浦文化体育会館を訪問。子どもたちとサッカー [I]

・社会人野球の住友金属鹿島硬式野球部, 茨城県鹿嶋市内
にて,選手・スタッフがボランティアで物資運搬活動を実
施 [I]

・茨城県に本拠地をおく野球チーム・茨城ゴールデンゴール
ズの片岡安祐美監督と選手17人,福島県から避難している
避難者を訪問 [S]

・民主党の岡田幹事長,ホウレンソウなどの出荷制限と風評
被害で打撃を受けている茨城県内の農産地を視察 [I]

・福島県, 震災による県内公共施設の被害
額を公表。5553億円。国直轄の道路や港
湾施設, 原発半径20キロ圏内の公共施設
などは含んでおらず, 今後拡大する見通
し [FP]

・福島県内の10漁港すべてで深刻な被害。
4月2日までに防波堤や水揚場等だけでも
248ヵ所, 706億円の損害。漁船は1173隻
の8割にあたる896隻に被害 [FP]

・福島県,震災被災者に支払う支援金を,当
初予定の1世帯あたり3万円から5万円に
増額することを決定 [FP]

・生活協同組合コープふくしま, 屋内退避
区域となっている南相馬市原町区の道の
駅で移動販売を開始 [FP]

・飯舘村のヨウ素, 「避難基準以下」と
IAEA(国際原子力機関)の担当者が修
正 [FP]

・福島県立医科大学,広島・長崎両大学と,
放射線関連の教育・研究・診療分野での
連携協定を締結 [FP]

・福島県立医科大学, 4月2日までに神谷研
二(広島大学原爆放射線医科学研究所長)
と山下俊一(長崎大学医歯薬学総合研究
科長)を理事長付特認教授に任命 [FP]

・福島・仙台地検が3月16日までに釈放し
た容疑者のうち, 福島市内の無職の女性
がコンビニエンスストアの事務室に侵入
し現行犯逮捕 [A]

・連合の古賀会長,見舞金1000万円を佐藤
福島知事に手渡す [A]

・宮城県による震災復興基
本方針(素案)の概要が判明。
沿岸15市町の津波被害が甚
大で,原状回復による復興は
不可能と判断。被災自治体
を含む県土のグランドデザ
インを再構築することを明
記 [K]

・宮城県, 長期化する避難所
生活で被災者の栄養状態が
悪化していることをふまえ,
7200人分の栄養補給用サプ
リメントの配布を始めたと
の報道 [K]

・宮城県, 津波で多くの農地
が作付け困難なことから,
2011年産米を作付け予定だ
った被災15市町の面積換算
分6500ヘクタールを,被災し
なかった20市町に振り分け
る方針を表明 [K]

・宮城県災害対策本部, 身寄
りを失った18歳未満の子供
の実態調査を急ぐため,国に
児童福祉司と児童心理司計
28名の派遣を要請したと発
表 [K]

・鹿野農水相, 石巻漁港を視
察。また, 村井県知事と会
談 [A]

・阪神大震災と新潟中越地震
をそれぞれ経験した神戸市
長と長岡市長,仙台市役所で
奥山市長を激励 [K]

・フランスのコシウスコモリ
ゼ・エコロージー相,仙台市
役所を訪問し,奥山市長に復
興支援を申し出 [K]

・仙台商工会議所で,仙台・塩
釜両港の関係企業が「仙台
塩釜港復興会議」開催。港
の早期復興に官民が結束し
て取り組むことを確認 [K]

・仙台バス,仙台空港アクセス
鉄道代替バス(名取-仙台空
港)の運行を開始 [W:国交省]

・「横浜・災害ボランティアバ
スの会」,気仙沼市で支援活
動 [A]

・山元町では,コミュニティバ
スぐるりん号2路線が運行を
再開 [W:国交省]

・宮城県内で活動する社会
人や子供たちの合唱団によ
る「大震災復興支援チャリ
ティーコンサート」,仙台市
青葉区で始まる [K]

・菅首相,岩手県陸前高田市を
視察のため訪問 [W:岩手日報]

・田野畑村, 村内被災者を対
象に,がれき撤去作業を斡旋
する被災者支援事業を開始。
国による市町村に対するが
れき撤去の補助事業を先取
りする形で [IN]

・釜石市,身元不明や引き取り
手のない遺体について火葬
にすることを決定との報道。
遺族の強い意向に配慮 [K]

・大船渡市,津波被害を受けた
業者の冷蔵倉庫内の水産物
などを一般廃棄物として地
中埋設することを発表。市
が全額負担。埋設作業は3日
から開始予定。処分量は最
大約1万5千トンに上る見通
し [W:岩手日報]

・岩手県の酒造メーカー「あさ
開」と「南部美人」, YouTube
に「被災地岩手から『お花
見』のお願い」と題し動画を
投稿。花見を自粛しないよ
う呼びかけ [K]

・台湾:台湾第四原発の建設に
ついて,行政院院長呉敦義は
予定地周辺の住民と面会し
た際に「安全性の確保がで
きない限り,営業運電させな
い」と発言 [LT]

・中国:新中日友好21世紀委員
会の中国側座長を務める唐
家セン氏,北京で新潟県立大
学訪中団と会見。被災地の
日本国民に対し心からの見
舞いの意を表明 [RJ]

・中国:「最も早く被災地入り
した中国外交官,当時の様子
語る」,人民網に掲載 [RJ]

Sat.
2

Apr.

4月
2日
(土)
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Sat.
2

Apr.

4月
2日
(土)

12:38 空自:三沢ヘリ空輸隊CH-47×1機が救援物
資(ドラム缶)を八雲から三沢まで空輸 [SDF]

12:40 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(民生品)を福岡から松島まで空輸 [SDF]

13:35空自:三沢ヘリCH-47×1機が救援物資(燃料)
を八雲から三沢まで空輸 [SDF]

13:50空自:第3輸送航空隊C-1×1機が救援物資(納
体袋)を入間から松島まで空輸 [SDF]

14:17 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(ソーラー発電システム,パン当)を名古屋から松
島まで空輸 [SDF]

14:31 空自:第1輸送航空隊C-1×1機が救援物資
(ソーラー発電システム)を名古屋から松島まで
空輸 [SDF]

14:58 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(民生品)を名古屋から松島まで空輸 [SDF]

15:19空自:第2輸送航空隊C-1×1機が救援物資(民
生品,施設資材)を千歳から松島まで空輸 [SDF]

15:41空自:第2輸送航空隊C-1×1機が救援物資(紙
おむつ, 毛布, 飲料水等)を千歳から松島まで空
輸 [SDF]

15:55海自:「ひゅうが」が広田湾にて入浴支援(男
性30名,女性38名) [SDF]

16:09 空自:第2輸送航空隊C-1×1機が救援物資を
千歳から松島まで空輸 [SDF]

16:29空自:第2輸送航空隊C-1×1機が救援物資(食
料)を千歳から松島まで空輸 [SDF]

16:43陸自:12旅団が布引にて巡回診療を実施 [SDF]

16:45陸自:13旅団が新地町での物資輸送支援を実
施 [SDF]

17:09 空自:航空救難団UH-60×1機が地震による
航空偵察のため百里を離陸(17時46分百里着
陸) [SDF]

18:00 海自:大湊音楽隊が第2航空群にてハートフ
ルコンサート [SDF]

21:15陸自:東北方面音楽隊が福島大学(聴衆約100
名),会津高校(聴衆約50名)で慰問演奏 [SDF]
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Sat.
2

Apr.

4月
2日
(土)
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全般 国/政治経済 原発/東電 自衛隊 米軍/米国 基礎的インフラ 生活/生産の基盤 学界/専門家組織

Sun.
3

Apr.

4月
3日
(日)

16:38 福島県沖を震源とす
る地震, M5.3,同県二本松
市や宮城県山元町などで
震度4 [Y]

・南川環境省事務次官,国連
気候変動枠組み条約作業
部会出席のため訪れたバ
ンコクで,日本政府の温室
効果ガス削減目標は「見
直し議論の対象となる」
とコメント [メルトダウン]

‐日赤と中央共同募金会に
集められた義援金配分の
難航をうけて,国が配分額
確定前の暫定的支給を要
請。配分基準の作成につ
いて自治体間の調整に乗
り出すことも検討 [FP]

07:45 細野首相補佐官, 福島第1原
発の事故に伴う放射性物質の放
出が止まる時期について「数カ月
後が一つの目標になる」と出演し
たテレビ番組でコメント [A]

10:20頃 原子力安全・保安院, 福島
第1原発の作業用の穴(ピット)か
ら放射能汚染水が海へ流れてい
るのは, 2号機以外にはなかった
と説明。「護岸のひび割れを確認
中」 [A]

11:32東電福島事務所,福島第1原発
で地震直後から行方不明になって
いた社員2人の遺体を4号機ター
ビン建屋地下で発見したと発表。
「津波に巻き込まれたとみられ
る」 [A]

17:20 原子力安全・保安院, 作業用
の穴にある壁面の亀裂から放射
能汚染水が漏れ続けている福島
第1原発2号機で,漏れを止めるた
め, 高分子ポリマーのほか, おが
くず,新聞紙も上流の配管に投入
したと発表。「漏れは止まってい
ない」 [A]

・福島第1原発1～3号機で, タービ
ン建屋内の汚染水を復水器に入
れるため器内の水を復水貯蔵タ
ンク・サージタンク・集中環境施
設等に移す「玉突き」作業が進む。
4号機では使用済み核燃料プール
への放水が続く [メルトダウン]

・東電, 福島第1原発1～3号機の淡
水注入を仮設ディーゼル電源か
ら外部電源へ切替え [メルトダウン]

・福島第1原発1号機を建設した米
国GEのイルメイト会長兼CEOが
来日。勝俣東電会長らと会談 [メ

ルトダウン]

・4月3日以降, IAEA(国際原子力機
関)の沸騰水型原子炉(BWR)専門
家3名が日本に到着 [W:外務省]

04:27 空自:航空救難団UH-60×7機, U-125×2機,
警戒航空隊E-2C×2機, E-767×1機が気仙沼市か
ら多賀城市及び海岸から沖合10マイルの海上等
の集中捜索を開始 [SDF]

06:00 陸自:13旅団が相馬市にて給食支援を開
始 [SDF]

06:24 陸自:5施設団が相馬市及び新地町にて道路
啓開を開始 [SDF]

06:55 空自:災害復旧支援隊(松島)が石巻市にて給
水支援,捜索救助を開始 [SDF]

06:57空自:北空派遣隊(山田)が給水支援,捜索救助
等を開始 [SDF]

07:00 陸自:13旅団が須賀川市にて給食支援を開
始 [SDF]

07:50原子力:CH-47(サーモグラフィ・放射線測定
機搭載)×1機による福島第1原発上空モニタリン
グ開始(08時23分終了) [SDF]

07:52陸自:14旅団が北上町及び河北町へ救援物資
輸送を開始 [SDF]

08:00陸自:10師団が山下小学校にて救護活動を開
始 [SDF]

08:00陸自:12旅団がいわき市中央北中学校にて給
水支援を開始 [SDF]

08:00陸自:2施設団が門脇地区南浜町,県道41号に
おいて道路啓開を開始 [SDF]

08:24原子力:偵察航空隊RF-4E×1機が福島第1原
発の航空偵察のため百里を離陸(08時59分百里着
陸) [SDF]

08:38陸自:13旅団が熊野神社及び薬師堂にて給水
支援を開始 [SDF]

09:00陸自:13旅団がいわき市尾浜地区にて給水支
援を開始 [SDF]

09:00 陸自2施設団 三本塚地区, 岡田地区, 蒲生地
区において道路啓開開始 [SDF]

09:33 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(パン)を名古屋から松島まで空輸 [SDF]

09:38陸自:第10音楽隊が山元町で慰問演奏 [SDF]

09:49空自:第3輸送航空隊C-1×1機が救援物資(マ
スク)を美保から花巻まで空輸 [SDF]

10:19 海自:「おおなみ」搭載ヘリが野々島の被
災者に水240L, パン75kg, カップめん8箱等を搬
送 [SDF]

10:26 海自:「あまぎり」搭載ヘリが桂島の被災
者に水120L, パン40kg, カップめん18箱等を搬
送 [SDF]

10:43海自:「あまぎり」搭載ヘリが朴島の被災者に
水120L,パン10kg,カップめん4箱等を搬送 [SDF]

10:44海自:「おおなみ」搭載ヘリが寒風沢島の被
災者に水360L, パン30kg, カップめん8箱等を搬
送 [SDF]

10:55 空自:航空救難団CH-47×1機が医療チーム
及び医療品を丘珠から岩手まで空輸 [SDF]

11:00空自:航空中央音楽隊が福島県伊達市「梁川
体育館」で慰問演奏(11時00分～11時50分, 聴衆
者210名) [SDF]

11:00陸自:13旅団が相馬市向陽中学校にて巡回診
療を開始 [SDF]

11:53空自:第2輸送航空隊C-1×1機が救援物資(菓
子)を千歳から花巻まで空輸 [SDF]

12:37空自:第2輸送航空隊C-1×1機が救援物資(オ
ムツ)を福岡から松島まで空輸 [SDF]

13:05空自:第2輸送航空隊C-1×1機が救援物資(オ
ムツ)を福岡から松島まで空輸 [SDF]

13:19空自:第2輸送航空隊C-1×1機が救援物資(マ
スク)を福岡から松島まで空輸 [SDF]

・米軍嘉手納基地
のトス大佐, 仙
台空港での支援
の折に, 浜辺に
「ARIGATO」の
文字を発見 [A]

05:50 JR陸羽東線が全線で運行再開 [震

災と鉄道全記録]

09:00時点 NTT東日本が福島・宮城・岩
手・青森・山形・秋田・茨城・栃木・群
馬・千葉・埼玉・神奈川・新潟・東京・
長野・山梨の各都県で設置した特設公
衆電話は計2,284台 [W: NTT東日本]

09:00時点 NTT東日本が青森・岩手・宮
城・秋田・山形・福島・茨城・栃木・
群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・新
潟・山梨・長野の各都県で設置したイ
ンターネット接続コーナーは計219 [W:

NTT東日本]

・総務省の労働力調査,震災の影響で3月
は岩手・宮城・福島3県での実施を取
りやめたとの報道 [A]

・日本建築学会東北支部,「東北地方
太平洋沖地震災害調査速報(12)」を
発表 [建築雑誌; No.1622]

・日本建築学会農村計画委員会,「東
北地方太平洋沖地震にかかる農村計
画委員会東北農山漁村集落地域緊
急調査」を実施。岩手県遠野市を拠
点に, 青森県三沢市から岩手県陸前
高田市を踏査。4月5日まで [建築雑誌;

No.1622]

・日本社会福祉士会,会長・副会長・事
務局員が茨城県に入り県社会福祉士
会と打ち合わせ [W:日本社会福祉士会]

・日本歯科医師会,栃木県の移動診療
車1台を宮城県に派遣(6月末まで)。
また, 愛知県歯科医師会の移動診
療車1台を岩手県に派遣(5月28日ま
で) [W:日本歯科医師会]
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・名無しの震災救援団, 第
3次救援活動として現地
避難所で聴き取り調査や
マッサージケアを実施 [W:

名無しの震災救援団]

・アースワン,発足。支援物
資マッチングシステムの
普及活動を行う [W: アース

ワン]

・NPO法人・アトピッ子地
球の子ネットワーク,アレ
ルギーの会全国連絡会が
実施するアレルギー相談
110番への協力を報告。4
月4日まで [W: アトピッ子地

球の子ネットワーク]

・ピースウォーク京都など,
市内で反原発デモを主催。
東日本大震災の被災者も
加わり若者ら500人が参
加 [A]

・原子力資料情報室,緊急報
告会「福島原発震災―”い
わき”からの報告―」を
開催 [W:原子力資料情報室]

・厚労省,福島県産シイタケ
から暫定規制値超えの放
射性物質を検出したと発
表。福島県は出荷自粛を
要請。キノコ類では初 [メ

ルトダウン]

・東京・日本橋では, 地元
関係者らでつくる「名橋
『日本橋』保存会」が橋の
たもとで募金活動。現在
の日本橋はこの日に開通
100年を迎えたが, パレー
ドや物産市などのイベン
トは中止 [A]

・J-POPバンドOLIVE,青山
のライブハウスでチャリ
ティーライブ。入場料の
一部を義援金に [W: earth

garden]

・中山秀征やネプチュー
ンらワタナベエンターテ
インメント所属のタレン
ト・芸人らが募金イベン
ト [NS]

・長渕剛,震災への激しい怒
りと再起への決意を込め
た散文詩「復興」を発表。
被災地向けにラジオ番組
制作も発表 [NS]

・作家の志茂田景樹さん,避
難所となっている栃木県
立県南体育館(小山市)で
福島県の家族連れらを前
に絵本の読み聞かせ [A]

・選抜高校野球大会の決勝
で, 東海大相模(神奈川)が
九州国際大付(福岡)を下
して優勝。佐藤大貢主将
は「開催を許してくれた
被災地の人たちに感謝し
ます。自分たちが逆に勇
気をもらい,精いっぱいプ
レーできた」 [A]

・東京都杉並区,災害時の協定を結んでいる福島県南相馬市
に義援金を贈るためのチャリティバザーを区立桃井原っぱ
公園で開催 [A]

・横浜市の六角橋商店街で,すいとんを振る舞いながら被災
者義援金を募るチャリティーイベントが開催。店舗の女性
スタッフでつくる「おかみさん会」が企画 [KS]

・千葉県浦安市, 液状化被害が大きかった同市舞浜3丁目の
自治会が現状と復興を話し合う初の住民説明会。700人以
上が集まる [A]

・茨城県内の震災による重症者,全体で33人(10:00時点) [I]

・茨城県内の放射線量,北茨城市が毎時0.497マイクロシーベ
ルト,高萩市が0.459マイクロシーベルト,大子町が0.125マ
イクロシーベルト(19:00時点) [I]

・茨城県の農産物直売所「みずほの村市場」,消費者が立ち
会い野菜の放射線量を測定。今回で3回目 [M]

・茨城県古河市の「とねミドリ館」で,福島県の被災者を励
まそうと,市や地元ボランティアが企画した二つのイベン
トが開催 [I]

・茨城県日立市の茨城港日立港区で,県内港湾から東日本大
震災後初めて貨物が積み出される [I]

・茨城県土浦市大岩田の霞ケ浦総合運動公園体育館で,避難
所生活を送る福島県の子どもたちが春の霞ケ浦遊覧を満
喫 [I]

・サッカーJ2の「FC岐阜」と「ギラヴァンツ北九州」は,「震
災復興支援特別招待券」を水戸ホーリーホックに寄贈 [M]

・作家の志茂田景樹さん,避難所となっている栃木県小山市
の栃木県立県南体育館を訪れ,読み聞かせや紙芝居 [A]

・群馬県, 県央第1水道(榛東村)・新田山田水道(みどり市)・
東部地域水道(千代田町)の水道水を検査したところ放射性
物質は不検出と発表。2回連続の不検出 [J]

・上毛電気鉄道, 4月4日から全線での運行を完全正常化とす
ると発表 [J]

‐福島県によると, 旅館などへの2次避難
の希望者数が低迷。受け入れ先の割り振
りを市町村が決めるため, 避難者のニー
ズに合致しない例が多発 [FP]

・会津若松市に全町移転を決めていた大熊
町の町民,移動を開始。町は町民約11500
人のうち,約4000人の移住を見込む [FP]

・広野町, 災害対策本部など役場機能を現
在の小野町民体育館からいわき市へ移す
ことを決定 [FP]

‐広野町,町民が集団避難している県内5ヵ
所の避難所で,ホテルや旅館などへの2次
避難に向けた住民説明会を開催 [FP]

・新潟県小千谷市に避難している南相馬市
民の一時帰宅が実現 [FP]

・富岡町の有志ら, 福島県外に避難した町
民の所在を確認する富岡町民埼玉県杉戸
町連絡所を杉戸町役場に開設 [FP]

・福島県, 4月3日から県内4市町村で新たに
453戸の応急仮設住宅を着工。5月上旬に
も入居の予定 [FP]

‐福島県, 5月下旬から中通りと会津の両
地域で被災した農業集落排水施設や農地
等の復旧工事を開始し,原則一年間(大規
模施設は3年)で完了させる方針 [FP]

・福島県, 福島医大や医療関係団体と協力
し, 県外からの医師の応援受け付けや派
遣調整等を行う医療支援ネットワークを
構築 [FP]

・福島県の被災者が避難先の埼玉県で生活
保護を申請した際, 支給に難色を示され
るケースが多発。厚労省が迅速な支給を
指示するが徹底されず [FP]

・厚労省, 福島県産シイタケから暫定規制
値超えの放射性物質を検出したと発表。
福島県は出荷自粛を要請。キノコ類では
初 [メルトダウン]

・宮城県, 住宅が半壊以上の
被害にあった被災者の住宅
再建支援策をとりまとめ。
応急修理費を最大252万円助
成 [K]

・村井県知事,鈴木総務副大臣
に財政支援を要望。「ひも付
き補助金」でなく「一括交付
金」を [A]

・民主党宮城県連,復興庁の創
設について,仙台設置を党本
部に要請することを震災対
策本部会議にて決定 [K]

・連合の古賀会長が宮城県庁
を訪問。水産関連企業の壊
滅的被害をうけて,被災した
中小零細企業への金融支援
を国に働き掛けていく考え
を示す [K]

・気仙沼湾, 津波の水流で, 震
災前より最大10メートル深
くなったことが大阪市立大
学大学院の原口強準教授の
調査で判明 [K]

・石巻市の渡波小で,米軍がが
れきや汚泥を撤去 [K]

・南三陸町の住民, 集団で2次
避難を開始 [3・11東日本大震災]

・岩手県内の避難者, 4月3日
時点で, 4万9020人。内訳は,
避難所生活者が2万4693人,
避難所に通い物資提供を受
けている在宅避難が2万4327
人 [平成の三陸大津波]

・全国市長会長を務める新潟
県長岡市の森民夫市長,岩手
県庁を訪問し,被災自治体に
第1次分として職員153人を
派遣する意向を達増知事に
伝える [K]

・岩手・宮城・福島3県の沿岸
部を中心に,自衛隊や米軍な
どが4月1日から実施してい
た行方不明者の集中捜索, 4
月3日で終了。防衛省による
と, 4月3日午後4時までに11
人の遺体を発見 [W:岩手日報]

・アメリカ:ニューヨークで,
ファッションショーで披露
された洋服など6000点を売
る半額セールが開催。大物
デザイナーらが協力し,売り
上げの全額が日本への義援
金に [A]

・台湾:台北市議員簡余晏,福島
第1原発事故による放射性物
質の拡散で水道水が汚染さ
れていないか調べるために,
自來水処(水道局)と翡翠ダ
ムの週一回の水質検査を日
ごとに行うよう台北市政府
に促すことを明らかに [LT]

Sun.
3

Apr.

4月
3日
(日)
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Sun.
3

Apr.

4月
3日
(日)

13:30 陸自:第6音楽隊が中央台南小学校で慰問演
奏 [SDF]

13:31 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(オムツ)を福岡から松島まで空輸 [SDF]

14:00空自:航空中央音楽隊が福島県伊達市「伊達
ふれあいセンター」で慰問演奏(14時00分～14時
50分,聴衆者57名) [SDF]

14:24海自:「くにさき」が渡波漁港地区にて男性
47名,女性53名の被災者に入浴支援。また,灯油
30L, タオル55枚, 被服5箱, ぜんざい100食を提
供 [SDF]

14:45 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(パン)を名古屋から松島まで空輸 [SDF]

15:30 陸自:第6音楽隊が平工業高校で慰問演
奏 [SDF]

15:58海自:「ひゅうが」が気仙沼地区で診療支援。
また男性59名, 女性42名の被災者に入浴支援を
実施 [SDF]

17:00 海自:横須賀警備隊が石巻地区にて男性101
名,女性90名の被災者に入浴支援を実施 [SDF]

18:00海自:八戸航空基地隊が八戸周辺の被災者に
診療支援を実施 [SDF]

18:24海自:「のと」が函館から大湊へ陸自トラッ
ク2台,灯油(ドラム缶×96)を輸送 [SDF]
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3

Apr.

4月
3日
(日)
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Mon.
4

Apr.

4月
4日
(月)

20:46 茨城県南部を震源と
する地震, M4.1,同県常陸
大宮市や宇都宮市などで
震度3 [Y]

・外務省,東日本大震災で亡
くなった在留外国人とし
て8カ国19人を確認と発
表 [A]

・菅首相, EUバローゾ委員
長と電話協議。バローゾ
委員長は原子力安全対策
強化をめぐり協力する意
向 [A]

・菅首相,集団避難している
福島県双葉町の井戸川町
長と官邸で会談 [A]

・安住国会対策委員長,震災
復興に向けた特別立法を
審議する衆院特別委員会
設置を提案 [A]

・自民党の谷垣総裁,都内で
中曽根元首相,河野元総裁
とそれぞれ会合。震災復
興計画や福島第1原発事故
対応での民主党との大連
立を含む協力体制構築に
ついて意見交換 [FP]

・日本銀行が3月の企業短期
経済観測調査(短観)の再
集計結果を発表。3か月先
の企業の景況感が東日本
大震災後に悪化していた
と判明 [A]

‐民主党, 国会会期の大幅
延長を検討。復興関連の
補正予算や20本近い特措
法成立のため [A]

07:08東電, 放射能汚染水がたまる
福島第1原発敷地内のたて坑に乳
白色の入浴剤粉末13キロを投入。
下流側の水の色の変化で,汚染水
の流出経路を調べるねらい [A]

19:03東電,福島第1原発5・6号機な
どにある計1万1500トンの汚染度
の低い水を海へ放出開始。高濃
度の放射能汚染水の保管場所を
確保するため [A]

04:30陸自:13旅団が新地町役場にて給食支援を開
始 [SDF]

06:00 陸自:13旅団が相馬市にて給食支援を開
始 [SDF]

06:30陸自:13旅団が熊野神社及び薬師堂にて給水
支援を開始 [SDF]

06:58 空自:北空派遣隊(山田)が輸送支援活動を開
始 [SDF]

07:17原子力:CH-47(サーモグラフィ・放射線測定
機搭載)×1機による福島第1原発上空モニタリン
グ開始(07時40分終了) [SDF]

07:55陸自:13旅団いわき支援隊が活動開始 [SDF]

07:57 空自:北空派遣隊(山田)が給水支援活動を開
始 [SDF]

07:57 陸自:12旅団が中央台北中学校, 江名中学校
にて給水支援を開始 [SDF]

08:00空自:松島基地が捜索活動を開始 [SDF]

08:06原子力:偵察航空隊RF-4E×1機が福島第1原
発の航空偵察のため百里を離陸(08時42分百里着
陸) [SDF]

08:08空自:北空派遣隊(山田)が応急復旧,捜索救助
活動を開始 [SDF]

08:18 空自:大滝根分屯基地が給水, 給食支援活動
を開始 [SDF]

08:44空自:松島基地が民生支援活動を開始 [SDF]

09:00 空自:北空派遣隊(山田)が給食支援を開
始 [SDF]

09:00陸自:13旅団が尾浜地区にて給水支援活動を
開始 [SDF]

09:16空自:松島基地が医療支援活動を開始 [SDF]

09:19 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(パン)を名古屋から松島まで空輸 [SDF]

09:39 海自:「くらま」搭載ヘリが寒風沢島の被
災者にガソリン(ドラム缶), 水360L, 缶詰18kg,
みそ汁2kg,りんご30kg,お菓子3kg,日用品15kg,
肌着等140kgを搬送 [SDF]

09:51 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(ペットボトル,衣類等)を名古屋から福島まで空
輸 [SDF]

10:00空自:松島基地が入浴支援活動を開始 [SDF]

10:00陸自:第10音楽隊が山元町で慰問演奏 [SDF]

11:06海自:「くらま」搭載ヘリが朴島の被災者に
水120L, 缶詰5kg, りんご10kg, お菓子2kg, 日用
品20kg,カップめん2kgを搬送 [SDF]

11:21空自:松島基地が給食支援活動を開始 [SDF]

11:23海自:「さくしま」処分艇及び搭載艇が荻浜
湾(小竹浜,折浜,蛤浜,桃浦各地区)の被災者に食
糧・日用品を提供 [SDF]

11:48海自:「くらま」搭載ヘリが野々島の被災者
に水240L,缶詰18kg,みそ汁2kg,りんご20kg,お
菓子2kg,日用品5kg,肌着等160kgを搬送 [SDF]

11:54海自:「くらま」搭載ヘリが桂島の被災者に
ガソリン(ドラム缶), 水120L, 缶詰27kg, みそ汁
2kg, りんご40kg, お菓子5kg, 日用品17kg, 肌着
等140kg,ほうき10kg,土のう袋10kgを搬送 [SDF]

12:00陸自:13旅団が相馬市向陽中学校での入浴支
援を開始 [SDF]

13:00 陸自:第10音楽隊が山下第1小学校で慰問演
奏 [SDF]

14:30海自:「せとゆき」が大島地区にて男性10名,
女性22名の被災者に入浴支援を実施 [SDF]

14:33 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(パン)を名古屋から松島まで空輸 [SDF]

・米軍の支援体制
(4月4日時点)は
総員約14000人,
艦艇10隻, 航空
機約110機 [A]

・北沢防衛相が三
陸沖で活動中の
空母ロナルド・
レーガンを訪
問。「米軍に感
謝と称賛を申し
上げたい」 [A]

・キャンプ座間
の在日米軍司令
部, 遠藤三紀夫
市長ら座間市幹
部と報道陣にト
モダチ作戦につ
いて説明 [A]

・米ゼネラルエレ
クトリック社の
CEOが海江田
経産相と会談。
タービン提供
等の支援を表
明 [A]

09:00時点 NTT東日本が福島・宮城・岩
手・青森・山形・秋田・茨城・栃木・群
馬・千葉・埼玉・神奈川・新潟・東京・
長野・山梨の各都県で設置した特設公
衆電話は計2,279台 [W: NTT東日本]

09:00時点 NTT東日本が青森・岩手・宮
城・秋田・山形・福島・茨城・栃木・
群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・新
潟・山梨・長野の各都県で設置したイ
ンターネット接続コーナーは計219 [W:

NTT東日本]

10:50頃 成田空港にて, 救援物資を運ぶ
イスタンブール発のトルコ航空貨物機
が着陸後, 移動中に自力走行ができな
くなり, A滑走路が約20分閉鎖 [A]

14:00 米GEのジェフリー・イメルト会
長兼COEが海江田経産相と会談。夏
の電力不足対策を発電設備の供給で支
援すると表明 [A]

・JRバス関東・日立電鉄バス,高萩-東京
間で運行再開 [W:国交省]

・岩手県交通・宮城交通,仙台-釜石間で
バス運行再開 [W:国交省]

・国際興業・岩手県交通・国際興業観光
バス,釜石・遠野-上野・池袋間で運行
再開 [W:国交省]

・経産省と環境省,電力不足を補うため
東京電力が火力発電施設を新増設する
場合, 特例で環境影響評価を免除する
方針を表明 [A]

・環境省,環境影響評価法第52条第2項に
より適用除外の対象となる発電設備設
置等の事業の実施について事務連絡。
火力発電設備の設置について, 災害復
旧事業として位置付けられたものは環
境影響評価法の適用除外となることを
確認 [W:内閣府]

‐日本製紙連合会によると,出版用の紙
の出荷が滞る可能性。日本製紙石巻・
岩沼両工場と三菱製紙八戸工場の被
災, また首都圏の倉庫での荷崩れのた
め [A]

・水産庁の三陸漁業の被害調査で,岩手
県の111, 宮城県の142, 福島県の10の
漁港のほぼ全てが津波で壊滅的被害,
大半は復旧の見通し立たずと判明 [A]

・全国漁業協同組合連合会の服部会長
ら, 鹿野農水相に水産業の復興に向け
緊急要請 [A]

・三菱東京UFJ銀行,節電のため,東電管
内の有人・無人店舗計725ヶ所のATM
の営業時間を最長でも午前8時から午
後7時に短縮。一部の無人店舗(289)は
営業休止 [A]

・東京都,避難者向け都営住宅1000世帯
分の不足をうけ, 都営住宅・職員住宅
約700戸を追加提供すると発表 [A]

・東京都, 福島への医師・保健師らの派
遣再開を発表 [A]

・厚労省,被災者の住宅手当緊急特別措
置事業における求職活動要件の緩和に
ついて事務連絡 [W:内閣府]

・博物館・美術館,図書館,文書館,公民館
の被災・救援情報サイト「saveMLAK」
開設 [W:大日本印刷 artscape]

・日本建築士会連合会, 第1回東日本
大震災に対する災害対策特別委員会
(Web会議)を開催。被災地への先遣
派遣隊について了承 [W: 日本建築士会

連合会]

・日本都市計画学会, 防災・復興問
題研究特別委員会第3回準備会を開
催 [W:日本都市計画学会]

・再開発コーディネーター協会大震災
等支援本部員会議, 本部員3名を岩
手県・宮城県に派遣。県庁・市役所
を訪問, また被災状況を調査。東北
Qの会と交流。4月5日まで [W:再開発

コーディネーター協会]

・日本社会福祉士会副会長はじめ3名,
宮城県・岩手県に入り, 活動者コー
ディネートの調整・確認 [W:日本社会

福祉士会]

・日本薬剤師会,都道府県薬剤師会へ
経腸栄養剤(エンシュア・リキッド
など)の適正使用を求める通知を発
出。経腸栄養剤の不足が見込まれ,
厚労省医政局経済課と保健局医療課
が連名で地方厚生(支)局宛に適正使
用の通知を出したことをうけて [W:

日本薬剤師会]

・日本栄養士会の現地チーム,避難所
の食事提供状況を調査(4月4・5日に
実施)。9割以上の避難所で3食提供。
しかし, たんぱく質源となる食事が
1日1食以下が約4割など問題が多い
ことが判明 [W:日本栄養士会]

・日本不動産鑑定協会, 会員に向け
「賃貸等不動産の価格踏査における
東日本大震災の影響に関する評価上
の取扱いについて」を発出。震災後
に行う不動産の価格調査でが必要な
資料を入手できないことが考えられ
るため当面の対応を提示 [W:日本不動

産鑑定協会]

・日本災害復興学会の復興支援委員
会, ガイドブック「被災したときに
生活再建の手引き」を東日本大震災
の被災地に届ける [K]

・日本学術会議, 第6・7・8回東日本
大震災対策委員会を開催 [W:日本学術

会議]

・日本学術会議,東日本大震災に対応
する第二次緊急提言「福島第一原子
力発電所事故後の放射線量調査の
必要性について」を発表 [W:日本学術

会議]

・野村総合研究所, 「第2回提言 東北
地域・産業再生プラン策定の基本的
方向」を発表 [W:野村総合研究所]
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・大地を守る会,岩手県久慈
市・野田村・宮古市で炊
き出しを実施。4月6日ま
で [B:大地を守る会]

・大地を守る会,「食べて復
興応援プロジェクト」を
発表。義援金付き野菜販
売,被災地生産品の購入呼
びかけなど [B:大地を守る会]

・公益社団法人シャンティ
国際ボランティア会, 陸
前高田市の長部小学校で
聞き取りを実施 [W: シャン

ティ国際ボランティア会]

・アートリバイバルコネク
ション東北,設立。立ち上
げに関する第1回会議は3
月29日に開催。東北復興
に向けた諸活動にアート
を通じて寄与するための
ネットワークづくりを進
める [W:アートリバイバルコネ

クション東北]

・グリーンピース, 福島の
土壌・水・大気の放射線
量調査(第2回)を実施。4
月10日にかけて [W: グリー

ンピース]

・明治学院大学ボランテ
ィアセンター, 「Do for
Smile@東日本」プロジェ
クト立ち上げ [W: 明治学院

大学ボランティアセンター]

・連合,賃上げ回答の集計状
況を発表。4月1日時点の
引き上げ額の加重平均は
前年同期と比べて119円
増。3月中旬時点と比べて
引き上げ幅縮小目立つ [A]

・連合本部・災害対策救援
本部,ボランティア活動に
あたっての安全基準を確
認 [W:連合]

・千葉県香取市産ホウレン
ソウ,出荷制限 [A]

・茨城県北茨城市の平潟漁
協, イカナゴから4080ベ
クレルの放射性ヨウ素を
検出と発表 [A]

・政府,高濃度の放射性ヨウ
素の検出を受け,原子力災
害特別措置法に基づき茨
城県沖のイカナゴの出荷
停止指示を検討 [A]

・厚労省,放射性物質の許容
量を定めた食品衛生法の
暫定基準を当面変更しな
いことを決定 [A]

・厚労省,放射性物質が含ま
れた水道水の暫定基準を
当分維持 [A]

・枝野官房長官,農産物の出
荷停止区域を見直し,地域
別に設定・解除できるよ
うにすると発表 [A]

・枝野官房長官,放射性物質
の拡散予測を速やかに公
表するよう気象庁に指示
したことを明らかに [メル

トダウン]

・枝野官房長官, 福島第1
原発事故に伴う放射性物
質の拡散予測を気象庁が
IAEA(国際原子力機関)に
提供していたことを明ら
かに [A]

・文科省研究振興局長・京大
名誉教授・名大医学部保
健学科教授・学習院大理
学部化学科教授ら,天皇・
皇后に「放射性物質の環
境影響について」説明 [皇

室; 51]

・大阪・道頓堀の名物「グ
リコ」のネオン看板が24
日ぶりに再点灯 [A]

・ピアニストの矢崎愛さん
(33), 収益金を被災者に
寄付するボサノバのコン
サートをブラジル・サン
パウロで企画 [A]

・大リーグ・アスレチック
スの松井秀喜選手が日米
通算2500安打を達成。入
場券収入の一部を寄付す
るなど,球団が被災者支援
のために企画した「ジャ
パンデー」で記録達成 [A]

・オーガニック食材の宅配
大手「大地を守る会」,「食
べて復興応援プロジェク
ト」実施。「福島と北関東
の農家がんばろうセット」
を販売 [A]

・日本ユニセフ協会, 絵本
や児童書を届ける「ちっ
ちゃな図書館」開始。第
一便は宮城県石巻市 [A]

・TOKYO FM, 4月4日から
茨城・千葉・埼玉のFM9局
と連携して3県の被災地の
情報を現地から中継で伝
える [A]

・震災報道によるストレス
で「テレビ疑似体験」と
「地震酔い」が急増との報
道 [AERA; 4/4]

・大阪大学総長の鷲田清一
氏ほか関西の文化人・経
済人, 被災地に向けた緊
急メッセージ「ささえよ
う日本関西からできるこ
と」を発表, 東北6県の自
治体に送付 [K]

・東京都, 避難者向けに都営住宅や職員住宅計約700戸を追
加提供 [A]

・東京都練馬区,宮城県に自転車100台を寄付すると発表 [A]

・三菱東京UFJ銀行,節電のため,東電管内の有人・無人店舗
計725ヶ所のATMの営業時間を最長でも午前8時から午後7
時に短縮。一部の無人店舗(289)は営業休止 [A]

・TOKYO FM, 4月4日から茨城・千葉・埼玉のFM9局と連
携して3県の被災地の情報を現地から中継で伝える [A]

・神奈川県職員の第1陣20人, 宮城県石巻市で避難所の運営
支援に当たるため県庁を出発 [KS]

・埼玉県深谷市新井のモヤシ製造販売「飯塚商店」の社長,
モヤシの豆15人分と栽培マニュアルを岩手県田野畑村に贈
る [A]

・茨城県教育委員会によると,新年度当初に給食を提供でき
ない公立小中学校が水戸市やひたちなか市など6市町の96
校に上ることが判明 [I]

・茨城県農村計画課によると, 4月4日時点で,稲敷・県北・鹿
行など計6の農林・土地改良事務所管内の856ヘクタールに
ついて,作付け不能との申告あり [I]

・笹木竜三文部科学副大臣,茨城県を訪問。大洗町内や東海
第2原発などを視察。橋本昌知事,村上達也東海村長らと会
談 [I]

・茨城県北茨城市の平潟漁協,北茨城市沖で4月1日に採取し
たコウナゴから, 1キログラム当たり4080ベクレルの放射
性ヨウ素を検出したと公表 [I]

・茨城県神栖市の鹿島東部コンビナート企業24社で組織す
る環境対策連絡会,東日本大震災からの復旧見通しについ
て,再開時期は不透明とする見通しを示す [I]

・鹿島灘漁協, 役員会を開催。福島第1原発事故の収束が不
透明で風評被害が懸念されるとして,茨城県沖での操業再
開を4月18日まで見合わせることを決定 [I]

・緊急時の石油ガスを備蓄する国の施設・神栖国家石油ガス
備蓄基地,国家備蓄のLPガスの放出開始 [I]

・茨城県古河市,桃の花が見ごろを迎えた古河総合公園に福
島県の被災者を招き観桃会を開催 [I]

・茨城県鉾田市, 風評被害をうけ, ゴボウやニンジンなどの
根菜5品目について放射性物質の有無を独自に分析。放射
性物質は検出されず [I]

・茨城県稲敷市, 姉妹都市を結んでいるカナダ・サーモン
アーム市から関係者が訪れ,義援金と地元の学生や子ども
たちが折った千羽鶴などが市長に手渡される [I]

・茨城県内のクリエーター,東日本大震災の被害を受けた地
元の復興を支援するため,情報サイト「がんばれ!茨城」と
「がんばれ!水戸」を開設 [I]

・栃木県養殖漁業協同組合, 県内で養殖しているアユ, イワ
ナ,コイ,ヤシオマス,ヤマメを検査。放射性セシウムは検
出されなかったと発表 [S]

・群馬県衛生環境研究所(前橋市)で測定された空気中の放射
線量は, 1時間当たり最高0・048マイクロシーベルト。福
島第1原発事故が起きた15日以降,過去5年間の平常値上限
(0・049マイクロシーベルト)を初めて下回る(21:00時点) [J]

・群馬県衛生環境研究所(前橋市)で4月3日に採取された水道
水に含まれる放射性物質の濃度は,ヨウ素が1キログラム当
たり3・0ベクレルで前日より増。4月3・4日に採取された
ちりや雨など降下物に含まれる放射性ヨウ素は1平方キロ
メートル当たり3・1メガベクレルで前日より減との報道 [J]

・群馬県,桐生・太田・渋川・邑楽4市町の建物110棟と宅地
36カ所の応急危険度判定で, 4月4日までに建物30棟・宅地
23カ所で建物の倒壊や地盤が崩れる危険があると判定され
たことを発表 [J]

・政府は放射性物質を検出した農水産物の
出荷停止の発動・解除措置を県単位から
市町村単位に細分化すると発表。佐藤雄
平知事は「丸投げ」と批判 [FP]

・双葉町は, 県内避難者をできるだけ集約
化するため,町民のホテル等への2次避難
を開始した [FP]

・県内の物流やライフラインは, 4月4日ま
でに震災から1ヶ月を経て沿岸部を除く
ほぼすべての地域で復旧した [FP]

・東北新幹線の那須塩原-福島駅間は12日
頃に運転を再開し,東京-福島間が開通の
予定 [FP]

‐被災した建築物の応急危険度判定で, 県
は調査予定の95%(11403件)を終え, 危険
と要注意を合わせた件数は6381件で判定
した件数の56%に上った [FP]

‐相馬市は県に市独自の仮設住宅500戸の
建設許可を申し入れた。市が県に対して
仮設住宅建設の許可を求めたのは県内
初 [FP]

・栃木県福田知事は, 福島県の佐藤知事に
対し,県営牧場3ヵ所で乳牛を除き肉用肥
育牛など約150頭を生産者ごと受け入れ
る準備があると表明 [FP]

・飯舘村菅野村長はNHKに対し,子どもの
発ガン可能性について村民の不安をあお
る報道があったとして抗議を行った [FP]

‐東電,原発から半径20キロ圏内の10市町
村に一律2000万円の見舞金を出していた
ことが判明。浪江町は受取を拒否 [FP]

・菅首相, 集団避難している福島県双葉町
の井戸川町長と官邸で会談 [A]

・宮城県, 派遣期間が4月末ま
でとなっている全国からの
医療救護班の活動を5月以降
も継続するよう国に働きか
ける方針を決定 [K]

・宮城県, 津波で損壊した住
宅の被災認定基準の緩和,被
災した大企業のがれき処理
に対する補助などを国に要
望 [K]

・村井県知事, 文科省の笠政
務官に面会。文化財保護法
で開発が規制される松島町
周辺について,規制緩和を要
望 [A]

・仙台市災害対策本部,市有施
設の被害総額が4月4日時点
で,概算で3500億円に達する
ことを明らかに [K]

・仙台市中心部では, 4月4日,
給油待ち車列がほぼなくな
る。東北のガソリン不足,解
消に向かう [K]

・塩釜市の市魚市場では,マグ
ロの競りが再開 [3・11東日本大

震災]

・南三陸町の避難所で,ノロウ
イルスが原因とみられる感
染性胃腸炎は発生したとの
報道 [K]

・警察庁の安藤隆春長官, 石
巻市を視察し,捜索活動や治
安維持にあたる警察官を激
励 [K]

・岩手県,沿岸7市町村から第3
弾の内陸移動を実施。また,
新たに仮設住宅193戸の建設
を発表 [W:岩手日報]

・岩手県災害対策本部の4月4
日午後5時時点の集計で, 東
日本大震災による農林水産
被害は1104億円。1993年の
大冷害の際の1026億円を超
え,記録が残っている75年以
降最高を記録 [W:岩手日報]

・指定避難所のうち少なくと
も岩手県内6市町村の35カ所
が津波によって浸水してい
たことが,岩手日報社の調べ
で判明との報道 [W:岩手日報]

・陸前高田市では, 仮設住宅
36戸に1160世帯が入居を希
望 [A]

・陸前高田市, 仮設住宅で原
則禁止としていたペットの
飼育を事実上容認する姿勢
を提示。ペットのいる世帯
の住民が近隣住民らと協議
し,同意が得られた場合など
に限り飼育を認める [W:岩手

日報]

・警察庁の安藤隆春長官,岩手
県大船渡署の屋上から被災
状況を視察。「大規模な部隊
を投入して治安の維持につ
とめたい」 [A]

・アメリカ:国際環境NGO「フ
レンズオブジアース」アメ
リカ支部, 福島第1原発にお
ける汚染水放出の中止を日
本に働きかけるよう,オバマ
政権に要求 [A]

・韓国:福島第1原発での汚染
水放出に反発。朝鮮日報は
「隣国の韓国に一言も通報な
し」と一面で報道。外交通
商省,日本外務省に事実関係
を確認 [A]

・韓国:4月4日以降, 千葉県の
農産物について輸入中断 [CI]

・台湾:福島第1原発事故での
汚染放出をめぐって,原子力
委員会は,放射性物質は海中
で希釈・拡散され濃度が非常
に薄くなり,台湾では直接的
影響はないとコメント [LT]

・原子力安全条約の再検討会
議,ウィーンのIAEA(国際原
子力機関)本部で開催 [A]

・IMF(国際通貨基金)トップの
ストロカーン専務理事,「世
界経済に大きな不確実性が
広がっている」と話し, 第1
要因に日本経済を挙げる [A]

Mon.
4
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4月
4日
(月)
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全般 国/政治経済 原発/東電 自衛隊 米軍/米国 基礎的インフラ 生活/生産の基盤 学界/専門家組織

Mon.
4

Apr.

4月
4日
(月)

14:50空自:第2輸送航空隊C-1×1機が救援物資(お
菓子, カップ麺, 水, タオル)を千歳から花巻まで
空輸 [SDF]

15:27海自:「あすか」が大島地区にて男性14名,女
性14名の被災者に入浴支援を実施 [SDF]

16:10海自:機動施設隊が八戸市内道路の災害ゴミ
処分支援を実施 [SDF]

16:48海自:「はちじょう」が大須地区の被災者に
食糧及び日用品等を提供 [SDF]

16:50海自:「ちよだ」が石巻市小室地区及び寄磯地
区の被災者に食糧及び日用品を提供。また, TV
アンテナの設置,医療支援,入浴支援を実施 [SDF]

17:00海自:横須賀警備隊が石巻地区にて男性86名,
女性99名の被災者に入浴支援を実施 [SDF]

17:45海自:「とね」搭載艇が歌津地区の被災者に
軽油・物資を提供 [SDF]

17:56 空自:入間ヘリ空輸隊CH-47J機が救援人員
(医療チーム)を花巻から丘珠まで輸送 [SDF]

18:00海自:八戸航空基地隊が八戸周辺の被災者に
診療支援を実施 [SDF]
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市民社会 原発事故の影響 文化/風俗/メディア 東京圏/計画停電 福島県 宮城県 岩手県 海外動向
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全般 国/政治経済 原発/東電 自衛隊 米軍/米国 基礎的インフラ 生活/生産の基盤 学界/専門家組織

Tue.
5

Apr.

4月
5日
(火)

05:44 茨城県沖を震源とす
る地震, M4.2,同県鉾田市
で震度4 [CI]

10:29 岩手県沖を震源とす
る地震, M4.5, 同県宮古
市・釜石市・遠野市で震度
3 [Y]

・菅政権,東日本大震災復興
策第一弾となる2011年度
第一次補正予算案の原案
をとりまとめ [A]

・菅政権,今年度国家公務員
人件費を5%削減する方針
を固める [A]

・政府,東日本大震災の義援
金を受け付ける銀行口座
を設置 [A]

・菅首相, 双葉地方の町村
会・議長会と会談。「国の
責任で最後までしっかり
対応する」と述べる [ふく

しまの30日]

・海江田経産相,今夏に「電
力使用制限令」の発動を
する方針を正式表明 [A]

・ウィーンのIAEA(国際原
子力機関)本部にて日本政
府が福島第1原発事故の最
新状況や対策を報告。各
国は原発の安全対策で一
致 [A]

01:30 IAEA(国際原子力機関)本部
で福島第1原発の事故に関する説
明会。日本政府が最新状況や対
策を報告し,各国は原発の安全対
策強化で一致 [A]

06:00 福島第1原発で原子炉圧力容
器の温度を測定。1号機は上部の
給水ノズルの位置で234度と高い
状態が続く。2号機は同じ位置で
142度。3号機は85度 [A]

15:07 福島第1原発で高濃度の放射
能汚染水の海への流出を食い止
めるため,硬化剤が投入される [A]

・東電, 4月2日午前採取の海水から
法令限度750万倍の放射性ヨウ素
が, 4日にも500万倍の放射性ヨウ
素が検出されたと発表 [メルトダ

ウン]

・東電, 汚染水が海中で拡散する
のを防ぐため,放水口付近の水面
から海底までを覆うシルトフェ
ンスを3箇所に設置する準備を開
始 [メルトダウン]

・東電, 1・3・4号機の壊れた建屋を
膜材で覆う「遮蔽計画」を政府に
提示 [メルトダウン]

・海江田経産相, 福島第1原発施設
内にある高レベル汚染水が約6万
トンに上ることを明らかに [メルト

ダウン]

・海江田経産相, 東電に対して, 避
難住民や出荷制限の農家に対す
る損害賠償の仮払いに向けた準
備を進めるよう指示したことを
明らかに [メルトダウン]

・松本外相,汚染水の海洋放出を東
電発表後にIAEA(国際原子力機
関)と各国政府へ連絡したことを
明らかに [メルトダウン]

・東電, 福島第1原発の増設計画を
白紙撤回する意向を明らかに [A]

・東電と東北電力, 2011年3月期連結
決算の発表を延期すると発表 [A]

・東電, 避難指示対象の9市町村に
見舞金(総額1億8,000万程度か)を
支払ったことを明らかに [メルトダ

ウン]

・東電,福島避難区域の10市町村そ
れぞれに対し見舞金として2000
万円の提供を3月末に申し出てい
たことが判明,との報道 [A]

・東京株式市場で東京電力株価一
時376円。上場以来の最安値を59
年4カ月ぶりに更新 [A]

04:30 陸自:13旅団が新地町役場にて給食支援活
動 [SDF]

06:20陸自:13旅団が新地町役場から新地小におい
て食事運搬支援を開始 [SDF]

07:21原子力:CH-47(サーモグラフィ・放射線測定
機搭載)×1機による福島第1原発上空モニタリン
グ開始(07時44分終了) [SDF]

07:22 空自:松島基地が物流管理支援活動を開
始 [SDF]

07:30陸自:14旅団が追波川運動公園及び大須地区
にて給水支援を開始 [SDF]

07:37 空自:北空派遣隊(山田)が生活支援物資配送
活動を開始 [SDF]

07:38空自:松島基地が民生支援活動を開始 [SDF]

07:46空自:松島基地が給水支援活動を開始 [SDF]

07:54 海自:「おおよど」が大島地区の被災者に
インスタントコーヒー12個,タオル600個等を提
供 [SDF]

07:54海自:「さくしま」が荻浜湾の被災者に菓子
3箱,ウィンナー240食等を提供 [SDF]

07:55 陸自:14旅団が追分温泉にて入浴支援を開
始 [SDF]

07:56 空自:北空派遣隊(山田)が捜索救助活動を開
始 [SDF]

08:00陸自:12旅団がいわき市中央台北小学校にて
給水支援を開始 [SDF]

08:05陸自:12旅団がいわき市江名中学校にて給水
支援を開始 [SDF]

08:15 空自:大滝根分屯基地が給水, 給食支援活動
を開始 [SDF]

08:15 空自:北空派遣隊(山田)が道路啓開活動を開
始 [SDF]

08:18 空自:北空派遣隊(山田)が巡回診療活動を開
始 [SDF]

08:23 空自:北空派遣隊(山田)が給水支援活動を開
始 [SDF]

08:29原子力:偵察航空隊RF-4E×1機が福島第1原
発の航空偵察のため百里を離陸(09時04分百里着
陸) [SDF]

08:58 空自:北空派遣隊(山田)が燃料輸送活動を開
始 [SDF]

09:00 陸自:13旅団がいわき市スーパーマルト,
塩屋崎ホテル及び卸売市場にて給水支援を開
始 [SDF]

09:00 陸自:13旅団が尾浜地区にて給水支援を開
始 [SDF]

09:03 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(パン)を名古屋から松島まで空輸 [SDF]

09:06 空自:三沢ヘリ空輸隊CH-47J機が救援物資
(ドラム缶)を三沢から山田まで空輸 [SDF]

09:08海自:「あたご」が陸前高田市小友小学校で
排水清掃作業を実施 [SDF]

09:13海自:「あすか」が気仙沼の被災者に缶詰288
個を提供 [SDF]

09:43海自:「たかなみ」が気仙沼及び大島地区の
被災者に即席麺1932食,水480本,石油ストーブ1
個を提供 [SDF]

10:00空自:松島基地が入浴支援活動を開始 [SDF]

10:00陸自:第10音楽隊坂元中学校(山元町)におい
て慰問演奏を実施 [SDF]

10:11海自:「ひゅうが」が大島地区で男性14人,女
性16名の被災者に対し入浴支援を実施 [SDF]

10:11 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(パン)を名古屋から松島まで空輸 [SDF]

・米原子力空母ジ
ョージ・ワシン
トン, 佐世保基
地に入港 [A]

09:00時点 NTT東日本が福島・宮城・岩
手・青森・山形・秋田・茨城・栃木・群
馬・千葉・埼玉・神奈川・新潟・東京・
長野・山梨の各都県で設置した特設公
衆電話は計2,333台 [W: NTT東日本]

09:00時点 NTT東日本が青森・岩手・宮
城・秋田・山形・福島・茨城・栃木・
群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・新
潟・山梨・長野の各都県で設置したイ
ンターネット接続コーナーは計223 [W:

NTT東日本]

12:20頃国交省の市村政務官, 4月中の仙
台空港再開を目指す考えを表明 [A]

・JR東日本の清野社長が震災後初めて
記者会見。津波で大きな被害を受けた
東北沿岸部の在来線について「責任を
持って復旧させる」と明言 [震災と鉄道全

記録]

・JR東日本, 在来線7路線について最新
の被害状況を発表。線路流出・埋没を
総延長約60kmで確認 [A]

・国交省,トラック輸送対策について通
達。一般貨物自動車運送事業者が事業
用自動車としてレンタカーを使用する
ことを認める [W:内閣府]

・海江田経産相,今夏に「電力使用制限
令」の発動をする方針を正式表明 [A]

・国交省,第2回被災者向けの住宅供給の
促進等に関する検討会議 [W:国交省]

・大畠国交相が会見,不足する仮設住宅
の建築資材供給につき「輸入措置を
とって6万戸建設にめどをつけたい [A]

・東京都,都営住宅等に入居する避難者
について駐車場代と保証金を6か月間
無償化すると発表 [A]

・環境省,宮城・岩手・福島3県の災害廃
棄物が約2500万トンにのぼるとの推
計を発表。阪神淡路大震災の1.7倍 [A]

・第3回被災者等就労支援・雇用創出推
進会議,『「日本はひとつ」しごとプロ
ジェクト』とりまとめ [W:厚労省]

・厚生労働省,岩手・宮城・福島3県のハ
ローワークで窓口業務を担当する1年
契約の非常勤職員計150人を新たに雇
う方針を発表 [A]

・文科省,医療関係職種(保健師,助産師,
看護師等)の国家試験受験資格及び学
校養成所の教育体制について事務連
絡。学校養成所の満たすべき体制, 実
習先の変更申請手続きにおける期間に
ついて弾力化 [W:内閣府]

・国交省,災害により破損した建築物の
応急の修繕に係る建築基準法の取扱い
について通知。災害により破損した部
分の修繕であれば, 工事に着手する時
期にかかわらず, 建築基準法令の規定
は適用されない [W:内閣府]

・国交省,応急仮設住宅等を建築するた
めの開発行為等に係る開発許可制度
(都市計画法)上の扱いについて,通知。
被災地から遠方の場所に応急仮設住宅
等を建築するための開発行為等につい
ては,開発許可制度上の許可は不要 [W:

内閣府]

‐法務省,東日本大震災で全壊したり津
波で流された建物について, 所有権を
失わせる滅失の登記手続きを職権で進
める方針を決定。所有者本人の費用負
担をなくすことで被災者を支援 [A]

・福島地検が東日本大震災後に釈放し
ていた容疑者31人中1人が建造物侵入
の容疑で再び逮捕されていたことが判
明 [K]

・厚労省,「緊急雇用創出事業実施要領」
の一部を改正し, 「重点分野雇用創出
創造事業」に「震災対応分野」を追加
するなど, 事業実施要件を緩和するこ
とを都道府県に通知 [W:厚労省]

・都市計画コンサルタント協会,会員
企業の被災地域における都市計画業
務実績等の調査を実施 [W:都市計画コ

ンサルタント協会]

・新建築家技術者集団,新建東日本大
震災復興支援会議を設立。被災地
(関東・信越含む)の活動と協働して
復興支援を目指す [W: 新建築家技術者

集団]

・成年後見センター・リーガルサポー
ト, 監修した書籍の売り上げの一部
を義援金として公益法人協会に寄付
することを発表 [W:成年後見センター・

リーガルサポート]

・日本地質学会,「東日本大震災に関
する地質学からの提言」を発表 [W:

日本地質学会]

・日本原子力学会,「東京電力福島第
1/第2の事故の概要と経緯」と題し
た記事を発表 [W:日本原子力学会]

・日本学術会議,東日本大震災に対応
する第三次緊急提言「東日本大震
災被災者支援・被災地域復興のため
に」を発表 [W:日本学術会議]

・日本学術会議,東日本大震災に対応
する第四次緊急提言「震災廃棄物対
策と環境影響防止に関する緊急提
言」を発表 [W:日本学術会議]

・日本学術会議, 第9回東日本大震災
対策委員会を開催 [W:日本学術会議]

・日本学術会議,放射線の健康への影
響と防護分科会を設置 [W: 日本学術

会議]

・NPO法人環境エネルギー政策研究
所, 「二度と悲劇を繰り返さないた
めの6戦略」をとりまとめ [A]
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・東京ボランティア・市民
活動センター, 都民ボラ
ンティアの派遣を開始 [W:

東京ボランティア・市民活動セ

ンター]

・公益社団法人シャンティ
国際ボランティア会,気仙
沼市で聞き取りを実施 [W:

シャンティ国際ボランティア会]

・海をつくる会,岩手県釜石
市に支援物資を配送。ま
た義援金の受付も。4月7
日まで [W:海をつくる会]

・アースガーデンとap bank,
「今, 放射能と原子力発電
に向かい語り合う電気と
僕達の”新しい未来”」を
開催 [W: earth garden]

・在日米軍を監視する市民
団体・リムピース,佐世保
市で勉強会を開催 [A]

・日大糸長研究室・飯舘村後
方支援チームが,飯舘村お
よび国・県に対し高濃度
地区の避難,除染などの申
し入れ [日大糸長研究室文書]

・連合, 日本経団連に対し
「東日本大震災に関する雇
用・労働問題等について
の要請」を実施 [W:連合]

・文科省, 3月28日に福島県
飯舘村内40箇所で採取し
た土や草のうち, 小中学
校の砂等からも放射性物
質が検出されたことを発
表 [メルトダウン]

・福島県, 新学期を前に県
内の小中学校施設で放射
線量を測る緊急調査を開
始 [A]

・茨城沿海漁業共同組合連
合会対策本部, 4月4日に
捕れた大津漁港のコウナ
ゴから,暫定規制値を上回
る放射性セシウムを検出
と発表。当面の出荷停止
を決定 [メルトダウン]

・銚子漁港魚市場, 茨城県
はさき漁業協同組合所属
の第五松丸の水揚げを拒
否 [A]

・菅内閣, 魚介類の放射性
ヨウ素基準を野菜同様の
1kg当たり2000ベクレル
と定めることを決定 [A]

・鹿野農水相,汚染水の海洋
放出を受け,水産物の検査
強化の方針を表明 [メルト

ダウン]

・原子力安全委員会, 放射
線量の高い地域の住民の
年間被曝限度量について,
現行の1ミリシーベルトか
ら20ミリシーベルトへと
引き上げるか, 検討を開
始 [A]

・気象庁, IAEA(国際原子
力機関)に提供した放射性
物質の拡散予測の資料を
ホームページで公開 [A]

・原子力委員会,福島第1原
発事故を受け,原子力政策
大綱改定の検討を中断す
ると決定 [A]

・原子力発電関係団体協議
会会長の三村青森県知事,
避難住民や農家に対する
早期救済を求める文書を
政府に提出 [A]

・中止していた南関東地方
競馬, 4月12日の川崎から
再開すると関係競馬組合
が発表 [NS]

・サッカー前日本代表監督
の岡田武史,宮城県南三陸
町の避難所を訪問。サッ
カー教室を開催 [NS]

・セブン&アイ・ホールディ
ングス,被災者支援のため
総額約28億円の義援金を
送ると発表 [K]

・将棋の谷川9段,被災地へ
の義援金300万円を河北
新報社に寄託 [K]

・出版各社で構成する日本
書籍出版協会,支援基金の
創設と図書贈与などの支
援活動を行うと発表 [NS]

・岩手県の酒造メーカー「月
の輪」, YouTubeに「被災
地岩手から『お花見』のお
願い」と題し動画を投稿。
花見を自粛しないよう呼
びかけ [K]

・警視庁生活環境課,「体内
に侵入した放射性物質に
吸着し排泄する」と宣伝し
て薬品を無許可販売して
いた健康食品販売業の男
性(50歳)ら2人を逮捕 [K]

・警察庁長官,皇太子夫妻に
「説明」 [皇室; 51]

・東京都都の派遣するボランティア第一陣63人,宮城県に出
発 [A]

・埼玉大の学生サークル「Re:さいくりんぐ」,大学構内の放
置自転車を修理し,被災地に送る支援活動を開始。宮城県
山元町役場に40台を寄贈 [A]

・銚子漁港(千葉県銚子市),茨城県のはさき漁協所属漁船が
茨城県沖で取った魚の水揚げを拒否 [I]

・茨城県知事と沿岸9市町村の首長,福島第1原発で低レベル
の放射性汚染水の海洋放出が始まったことをうけ,菅首相
と東電会長宛てに抗議文を発送 [I]

・茨城県土浦市,東日本大震災で被災した市営国民宿舎「水
郷」の施設再開を断念 [I]

・北茨城沖で4月4日採取したコウナゴから暫定基準値を上
回る放射性セシウムが検出 [I]

・栃木県災害対策本部会議,東日本大震災の影響で少なくと
も31人が内定取り消しや自宅待機となっていることを明ら
かにした [A]

・文科省の調査によると, 飯舘村の土壌か
ら最大で土壌1キログラムあたりヨウ素
131を15万8000ベクレル検出 [FP]

・会津若松市への全町移転を決めた大熊町,
役場機能を市役所(旧会津学鳳高)に移し,
「町役場会津若松出張所」を開設 [FP]

・富岡町と大熊町の4185人, 4月5日までに,
ホテルや旅館などへ2次避難 [FP]

‐大熊町では, 会津地方を中心に旅館・ホ
テルなど59ヵ所に2200人が分散。町職
員の4分の1にあたる約30人を割き連絡役
に [FP]

・浪江町, 二本松市・福島市・川俣町など
への避難者を両市の旅館などへ移動させ
る2次避難を開始 [FP]

・浪江町,見舞金2000万円支払うとする東
電の申し出を拒否 [メルトダウン]

・原子力災害現地対策本部, 避難・屋内退
避区域と周辺13市町村に対し, 経産省の
職員派遣を開始 [FP]

・新地町,津波で家族が死亡した遺族,被害
のあった世帯に一律10万円の災害見舞金
の支給を提案。議会が承認 [FP]

・福島県, 避難所での物資が充実していた
ため, 3月下旬から民間企業や各種団体
からの一部の寄付申し入れを断ってい
た [FP]

・福島県教育委員会, 避難児童・生徒の転
校先となる学校を支援するため, 4月5日
までに浜通りの小中学校教員を受け入れ
先の各校に緊急配置する方針を決定 [FP]

・福島県教育委員会,福島第1原発30キロ圏
内の県立高校8校の授業について, 県内5
地区の空き教室などを活用する「サテラ
イト方式」で行うと説明 [ふくしまの30日]

・福島県,学校の始業式や入学式を前に, 4
月5～7日にかけて県内の小中学校・幼稚
園・保育所など計1,400ヵ所の放射線量を
緊急測定 [FP]

・福島県, 原子力損害賠償法に基づく賠償
を東電に求めることを決定 [メルトダウン]

・福島地検が東日本大震災後に釈放してい
た容疑者31人中1人が建造物侵入の容疑
で再び逮捕されていたことが判明 [K]

・菅首相, 双葉地方の町村会・議長会と会
談。「国の責任で最後までしっかり対応
する」と述べる [ふくしまの30日]

・宮城県,全国からの義援金総
額が3月31日時点で55億496
万円(11万9848件)に達した
と発表 [K]

・宮城県,被災地のがれきや自
動車撤去に向け官民の関係
機関が広域処理等を検討す
る「県災害廃棄物処理対策
協議会」の設置を決定。4月
8日に仙台市内で初会合 [K]

・宮城県,被災者に対する金融
機関窓口での預金払い戻し
について,口座名義人以外の
家族らも引き出しが可能に
なる措置を講じるよう,国に
要望 [K]

・災害で住宅を失った被災者
に入居してもらうために宮
城県と県内不動産関係団体
が締結していた「住宅あっ
せん協定」,機能せずとの報
道 [K]

・東京都の石原知事,猪瀬副知
事とともに宮城県庁を訪問
し,村井県知事と会談。東京
都職員の追加派遣の意向を
示す [K]

・国交省の市村政務官,仙台空
港で4月中に一部国内線の運
行が再開される見通しを発
表。宮城県庁内にて [K]

・国交省,津波で冠水した宮城
県内の被災地を中心に,排水
作業の体制強化の方針を表
明。全国から約30台の排水
ポンプ車を集め冠水地域に
投入 [K]

・宮城海区漁業調整委員会,漁
業法に基づき,宮城県沿岸で
の漁業を2ヶ月間制限する方
向で検討を開始 [K]

・宮城県漁協,浅い海域での漁
船操業や養殖を5月末まで自
粛することを経営管理委員
会にて決定 [K]

・サッカー前日本代表監督の
岡田武史,宮城県南三陸町の
避難所を訪問。サッカー教
室を開催 [NS]

・岩手県警災害警備本部, 盛
岡市内丸の県警本部1階に,
県内の遺体安置所に収容さ
れた身元不明遺体の情報が
記載された写真台帳を閲覧
できる相談所を設置 [W:岩手

日報]

・東日本大震災で避難所生活を
強いられている2万7552人(3
月27日時点)のうち, 65歳以
上の高齢者が36・4%(1万22
人), 高血圧などの慢性疾患
を持つ人は8・8%(2416人)に
上ることが県災害対策本部
の調査(3月23～27日実施)で
判明,との報道 [W:岩手日報]

・岩手県県土整備部,公共土木
施設(道路・河川・砂防・河
岸・汚水処理施設・県営住
宅・港湾・空港を含む)の被
害箇所が少なくとも1619カ
所に上ると発表 [W:岩手県]

・岩手県教育委員会,被災した
県内沿岸部6市町の本年度小
中学生約1万6000人のうち,
転校を余儀なくされる児童
生徒は計100～200人, 校舎
を使用できない学校は22校
との見通しを発表 [K]

・岩手県教育委員会, 沿岸部6
市町の小・中学校計107校に
ついて, 4月中の再開を目指
すと発表 [A]

・県商工会議所連合会など県
内の6経済団体, 県庁で合同
記者会見を開き,東北の高速
道路の全面無料化,市街地の
高台移転を盛り込んだ復興
プランの策定検討など12項
目を国や県, 市町村, 関係機
関に提言 [W:岩手日報]

・陸前高田市の第一中グラウ
ンドに先行着工した仮設住
宅36戸の抽選,市役所仮庁舎
にて開始 [K]

・岩手県の酒造メーカー「月の
輪」, YouTubeに「被災地岩
手から『お花見』のお願い」
と題し動画を投稿。花見を
自粛しないよう呼びかけ [K]

・インド:政府, 日本からの食
品輸入を3カ月間停止 [A]

・韓国:朝鮮日報,福島第1原発
からの放射性物質の拡散予
測図を引用し, 4月7日には韓
国に上陸との報道 [CI]

・韓国:趙韓交商省報道官, 福
島第1原発での汚染水の海洋
放出について,「事前に通報
する余裕があるのが良い」
[メルトダウン]

‐中国:「国際救援への参加で
『メイド・イン・チャイナ』
のイメージ向上」というタ
イトルの記事を新華社が伝
える [RJ]

・EU:バーゾロ欧州委員長,日
本産輸入食品への放射性
物質規制基準の厳格化を発
表 [メルトダウン]

・ニューヨークのエンパイア
ステートビルなど,世界各地
の高層ビル・タワーで,日の
丸をイメージした赤と白の
ライトアップ [NS]

Tue.
5

Apr.

4月
5日
(火)
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Tue.
5

Apr.

4月
5日
(火)

11:06 海自:「ひゅうが」搭載ヘリが気仙沼の被
災者に洗濯用洗剤18本, シャンプー120本, コン
ディショナー234本,リンスインシャンプー1000
本を搬送 [SDF]

11:38海自:「ひゅうが」が大島地区で男性15人,女
性17名の被災者に入浴支援を実施 [SDF]

11:38空自:第3輸送航空隊C-1×1機が救援物資(お
菓子)を名古屋から松島まで空輸 [SDF]

11:57海自:「さくしま」が荻浜湾の被災者に菓子
6箱,懐中電灯3個等を提供 [SDF]

11:57空自:松島基地が炊出し支援活動を開始 [SDF]

12:00陸自:13旅団が相馬市向陽中学校にて入浴支
援 [SDF]

12:07空自:第3輸送航空隊C-1×1機が救援物資(お
菓子)を名古屋から松島まで空輸 [SDF]

12:45海自:「ちよだ」が陸前高田市小友小学校の
被災者に衣類7箱,靴21足等を提供 [SDF]

13:03海自:「あすか」が大島地区で男性14人,女性
10名の被災者に入浴支援を実施 [SDF]

13:08海自:「やえやま」が勝浦湾でベビーフード
2箱,お尻拭き2箱,水30本等を提供 [SDF]

13:08空自:松島基地が捜索救助活動を開始 [SDF]

13:12海自:「ひゅうが」が大島地区で男性18人,女
性16名の被災者に入浴支援を実施 [SDF]

13:18海自:「あすか」が大島地区で男性14人,女性
15名の被災者に入浴支援を実施 [SDF]

13:20 海自:「やえやま」が勝浦湾で懐中電灯5個,
乾電池88個等を提供 [SDF]

14:00 陸自:第10音楽隊が山下中学校(山元町)で慰
問演奏 [SDF]

14:23 海自:「やえやま」が勝浦湾でポリタンク5
個,割り箸500本,菓子4箱等を提供 [SDF]

15:56海自:「ひゅうが」搭載ヘリが大島地区の被
災者に軽油(ドラム缶8本)を搬送 [SDF]

16:28海自:「ひゅうが」搭載ヘリが大島地区の被
災者に軽油(ドラム缶4本)を搬送 [SDF]

16:41海自:「ひゅうが」搭載ヘリが大島地区の被
災者に軽油(ドラム缶4本)を搬送 [SDF]

Disaster, Infrastructure and Society : Learning from the 2011 Earthquake in Japan No.1 2011

154 (142)



市民社会 原発事故の影響 文化/風俗/メディア 東京圏/計画停電 福島県 宮城県 岩手県 海外動向

Tue.
5

Apr.

4月
5日
(火)

Disaster, Infrastructure and Society : Learning from the 2011 Earthquake in Japan No.1 2011

155 (143)



全般 国/政治経済 原発/東電 自衛隊 米軍/米国 基礎的インフラ 生活/生産の基盤 学界/専門家組織

Wed.
6

Apr.

4月
6日
(水)

06:24 茨城県沖を震源とす
る地震, M4.2, 同県水戸
市・日立市などで震度3 [Y]

07:02 宮城県沖を震源とす
る地震, M5.0, 同県名取
市・石巻市などで震度3 [Y]

・海上保安庁, 3月11日に発
生した東北地方太平洋沖
地震(M9.0)に伴い,震源の
ほぼ真上の宮城県沖の海
底が東南東に約24メート
ル動いていたことが判明
したと発表 [W:海上保安庁]

・政府,福島県の被災地復興
について「復興構想会議」
とは切り離し別枠で対応
する方針を決定 [FP]

・政府,福島第1原発事故に
関連する補償をめぐり「経
済被害対応本部(仮称)」を
立ち上げ [FP]

・菅首相,「復興構想会議」
の議長に防衛大学校の五
百旗校長を充てる方向で
最終調整に入る [A]

・東日本大震災復旧・復興検
討委員会,第一次補正予算
の財源確保に向けODA2
割削減を菅内閣に申し入
れ [A]

・細川厚労相,宮城県石巻市
のハローワークを視察 [A]

・北沢防衛相,米空母ロナル
ドレーガンで乗組員らに
管首相のメッセージを代
読 [A]

・民主党の国土交通部門会
議, 開催。「北関東道以北
の高速全区間について一
定期間,無料化すべき」と
の提言案も [K]

・東京外為市場で円相場が
一時1ドル=85円台。半年
ぶりの円安ドル高水準 [A]

・皇太子夫妻,約130人が避
難している東京都調布市
の味の素スタジアムを訪
問 [A]

05:38 福島第1原発2号機の取水口
付近から海水への汚染流出が止
まったことが確認される [東日本大

震災地震・津波・原発被災]

10:25 東京株式市場で東電株が前
日終値より70円安い292円。上場
以来の最安値を更新 [A]

10:56東電, 福島第1原発1号機の格
納容器に水素ガスがたまってい
るおそれがあるとして,爆発の危
険性を避けるため窒素を注入す
ると発表 [A]

11:00 東電が福島第1原発から放射
能で汚染された水を海に放出し
たことについて,全国漁業協同組
合連合会(全漁連)の服部郁弘会長
が東電の勝俣恒久会長に抗議 [A]

22:30福島第1原発1号機で, 水素爆
発を防ぐため,原子炉格納容器へ
の窒素ガスを注入するための作
業を開始 [W:共同通信]

・東電, 福島第2原発周辺の放射性
物質濃度が4月4日から5日にかけ
て最大約70倍に上昇したことを
明らかに [メルトダウン]

・東電が福島第1原発炉心核燃料
の損傷度を発表。1号機約70%,
2号機約30%, 3号機約25%。放射
線量データから分析 [メルトダウン]

・東電, 福島第1原発の敷地内で採
取した土壌から微量のプルトニ
ウムを検出したと発表 [A]

・東電,福島第1原発事故直後から公
表していた原子炉内の圧力デー
タに一部誤りがあったと発表。
原子力安全・保安院から厳重注意
を受ける [メルトダウン]

・原子力安全・保安院, 第1原発敷
地内2箇所で3月25日と同28日に
採取した土壌から毒性強い放射
性物質プルトニウム238, 同239,
同240を検出したと発表 [メルトダ

ウン]

・原子力安全・保安院,原子力安全
委員会の斑目委員長,鈴木前委員
長らが,電源喪失にてついて過去
の認識を陳謝 [A]

・原子力安全・保安院,東電に対し
て,環境中に放射性物質を放出す
る際に自治体に事前通報するよ
う指示したことが明らかに [メルト

ダウン]

・枝野官房長官,福島第1原発からの
汚染水海洋放出に関する国内外
への連絡不足を批判され,陳謝 [メ

ルトダウン]

04:30 陸自:13旅団が新地町役場にて給食支援活
動 [SDF]

06:35空自:松島基地が沐浴支援活動を開始 [SDF]

07:03海自:「ぶんご」が石巻市桃浦地区で漁船7隻
の推進器開索作業を実施 [SDF]

07:06 空自:松島基地が給水支援, 捜索救助活動を
開始 [SDF]

07:13 空自:松島基地が物流管理支援活動を開
始 [SDF]

07:30空自:北空派遣隊(山田)が物資輸送(避難所へ
の輸送)を開始 [SDF]

07:32原子力:CH-47(サーモグラフィ・放射線測定
機搭載)×1機による福島第1原発上空モニタリン
グ開始(07時52分終了) [SDF]

07:34海自:22空ヘリが三陸海岸で行方不明者の捜
索・救助を実施 [SDF]

07:56 空自:北空派遣隊(山田)が給水支援活動を開
始 [SDF]

07:58空自:北空派遣隊(山田)が校庭(石巻山下中学
校,石巻住吉中学校)の泥撤去活動を開始 [SDF]

08:00空自:松島基地が医療支援活動を開始 [SDF]

08:00空自:松島基地が校庭(矢本第2中学校)の泥撤
去活動を開始 [SDF]

08:00 空自:北空派遣隊(山田)が捜索救助活動を開
始 [SDF]

08:00 陸自:14旅団が河北町長面浦, 雄勝町及び女
川町において捜索支援を開始 [SDF]

08:00 陸自:14旅団が女川町において人員・物資
輸送, 捜索支援(瓦礫除去, 道路啓開)活動を開
始 [SDF]

08:00陸自:14旅団が女川町清水,大原,浦宿及び出
島にて捜索活動を開始 [SDF]

08:10 空自:北空派遣隊(山田)が道路啓開活動を開
始 [SDF]

08:29原子力:偵察航空隊RF-4E×1機が福島第1原
発の航空偵察のため百里を離陸(09時06分百里着
陸) [SDF]

08:30陸自:10師団が山元町への食品輸送 [SDF]

08:49 空自:北空派遣隊(山田)が巡回医療活動を開
始 [SDF]

09:00 空自:北空派遣隊(山田)が給食支援活動を開
始 [SDF]

09:08 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(パン)を名古屋から松島まで空輸 [SDF]

09:25 空自:北空派遣隊(山田)が燃料支援活動を開
始 [SDF]

09:40海自:「さくしま」が荻浜湾桃浦地区にて地
元漁業組合長立会いのもと漁船7隻の推進器解作
業索作業を実施。また,トイレットペーパー104
個,生理用品32箱を提供 [SDF]

09:40 海自:「ぶんご」が石巻市桃浦地区でトイ
レットペーパー104個,生理用品を提供 [SDF]

10:00空自:第3輸送航空隊C-1×1機が救援物資(糧
食等)を美保から花巻まで空輸 [SDF]

10:07海自:「あすか」が気仙沼市大島沖にて男性
20名,女性29名に入浴支援を実施 [SDF]

10:15 空自:北空派遣隊(山田)が物資輸送(個別配
送)活動を開始 [SDF]

10:20 陸自:第6音楽隊がいわき市文化センターで
激励演奏 [SDF]

10:36海自:「くらま」搭載ヘリが野々島の被災者
に水ポリタンク(20L)12個を提供 [SDF]

10:41空自:松島基地が入浴支援を開始 [SDF]

09:00時点 NTT東日本が福島・宮城・岩
手・青森・山形・秋田・茨城・栃木・群
馬・千葉・埼玉・神奈川・新潟・東京・
長野・山梨の各都県で設置した特設公
衆電話は計2,276台 [W: NTT東日本]

09:00時点 NTT東日本が青森・岩手・宮
城・秋田・山形・福島・茨城・栃木・
群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・新
潟・山梨・長野の各都県で設置したイ
ンターネット接続コーナーは計221 [W:

NTT東日本]

17:01 JR釜石線が全線で運行再開 [震災と

鉄道全記録]

・NTTドコモのFOMAサービスエリア,
福島第1原発20～30km圏内でも概ね原
状復旧を完了 [W:ドコモ]

・経産省が今夏,テレビ・ラジオでの「電
気予報」放送を検討していることが明
らかに [A]

・日本たばこ産業, 生産・物流拠点が打
撃をうけタバコの品薄続く [A]

・飼料メーカーの被害からたまごの価格
が高騰 [A]

・日本損害保険協会,東日本大震災の被災
者に対する地震保険の支払状況をとり
まとめ(4月5日時点, 25社合計)。東北
の件数は3452件,支払総額は45億7900
万円で,件数は全国合計の10.9% [K]

・ヤマト運輸, 青森・秋田・山形は全県
で,福島は一部地域を除いて,時間帯お
届けサービスなど各種サービスがほぼ
復旧 [A]

・経済同友会,震災復興に向けた「緊急
アピール」をとりまとめ。電力問題に
ついて, 国の責任で使用制限を発動す
べきと提言 [A]

・公正取引委員会の山本事務総長,業界
団体などが調整して工場などの操業時
間を分散させる「輪番創業」は独占禁
止法上問題ないとの見解を表明 [A]

・厚労省,各地の避難所に民間事業者の
就労相談窓口開設を促すため, 設置要
件を大幅に緩和 [A]

・厚労省,厚生年金基金の受給権者が提
出する現況届の提出期限の延長につい
て通知 [W:内閣府]

・新潟県津南町の上村町長,被災者に町
内の農地・空き家を最大5年間無償で
貸し出すと発表 [A]

・千葉県,県外の犠牲者の遺体を県内の
斎場で火葬すると発表 [A]

・日本建築学会,東北地方太平洋沖地
震緊急調査報告会(於東京・建築会
館),災害委員会幹事会を開催。また
国交省にて調査方法や協力関係など
の意見交換 [建築雑誌; No.1622]

・日本建築士事務所協会連合会,東京
海上日動から単位会に地震保険立会
調査の協力があった場合は可能な協
力を行うよう依頼。東京海上日動か
ら建築士による地震保険の被災住宅
の立会調査協力依頼を受けて [W: 日

本建築士事務所協会連合会]

・日本都市計画家協会,緊急会議を開
催, 災害復興まちづくり支援の取り
組み方針等を確認 [(NPO)日本都市計画

家協会ニューズレター2011年3月号]

・金沢大学, 3月12日の長野県北部の地
震(震度6強)をうけ,ライフライン等
の被害調査を実施 [建築雑誌; No.1622]

・日本薬剤師会宛に,厚労省医薬食品
局長より, 今回の大震災における継
続的な薬剤師の派遣とお薬手帳の配
布について依頼。日本薬剤師会, 都
道府県薬剤師会に対し協力・支援を
求める通知を発出 [W:日本薬剤師会]

・日本発達障害ネットワーク(JDD),
厚労省の要請に応じて4月6～13日
に宮城県と福島県へ専門家チーム第
一陣として7名を派遣 [W:臨床発達心理

士会]

・国立感染症研究所感染症情報セン
ター, 「被災地における感染性胃腸
炎の予防対策について(第2報)」,「被
災地におけるインフルエンザの予防
対策について(第2報)」を発表 [W:国

立感染症研究所]

・放射線医療総合研究所,「水道水中
のヨウ素-131の除去について」を発
表 [W:放射線医療総合研究所]
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・北九州市,絆プロジェクト
北九州会議を発足。社協,
自治会,北九州ホームレス
支援機構などが参加 [A]

・大阪府,避難した子供816
人をボランティア家庭で
ホームステイ形式で預か
る [A]

・夢ワカメワークショップ
内・釜石の漁業復興を支
援する会,釜石市に物資を
配送。震災後初めて [W:夢

ワカメワークショップ]

・ADRA Japan,主な支援対
象地を宮城県亘理郡山元
町に移す [B: ADRA Japan]

・国際NGOハビタット・フ
ォー・ヒューマニティ・
ジャパン, EUと連携して
テントを宮城県庁および
宮城県山元町役場に届け
る [W: ハビタット・フォー・

ヒューマニティ・ジャパン]

・NPO法人「中国帰国者・
日中友好の会」の中国残
留日本人孤児ら,岩手県陸
前高田市で水ギョーザの
炊き出し [A]

・東日本大震災・原発事故被
害の救援・復興めざす福
島県共同センター(ふくし
ま復興共同センター), 東
電福島地域支援室に「事
故の一刻も早い収束と事
故被害に対する全面的賠
償を求める」ことを申し
入れ [W: ふくしま復興共同セ

ンター]

・全労協,春闘勝利・中央総
行動11を実施。東日本大
震災被災者への救援と今
後の生活支援,原発依存の
エネルギー政策転換など
を政府・関係省庁に要請。
財界には被災者救援・賃
金引き上げの努力,原発事
故の完全対応と既存の運
転稼働中原発の即時停止
などを要請 [W:全労協]

・連合,政府に対して2回目
の要請。被災者の生活支
援体制の整備,福島原発事
故への対応,復旧・復興に
向けた体制整備,補正予算
の早期編成を要求 [W:連合]

・福島県飯舘村,放射線によ
る影響が懸念される妊婦・
乳幼児らを村外に避難さ
せることを明らかに [A]

・農水省,政府の農産物出荷
制限措置の設定・解除を
都道府県単位から細分化
することをうけ,食品小売
業関係団体に対して表示
協力を依頼 [メルトダウン]

・全国各地の魚市場で, 千
葉県産の魚介類に値が付
かず,極端な安値例が相次
ぐ [A]

・全国漁業協同組合連合の
服部会長,東電の勝又会長
に対し,漁業関連者の被害
額を国と東電で補償すべ
きとの抗議文 [A]

・京都御所で春の一般公開。
震災の被害に配慮し,雅楽
や蹴鞠(けまり)などの催
しを取りやめ。催事の中
止は一般公開が始まった
1946年以来初 [A]

・日本相撲協会理事会,八百
長問題で開催可否を検討
していた夏場所を入場無
料とし,相撲の技量審査場
所にすることを決定 [A]

・落語協会, 「復興支援奇
席」を各奇席で開催する
と発表 [NS]

・2006年トリノ冬季五輪フ
ィギュアスケート女子金
メダリストで宮城・東北
高校出身の荒川静香,仙台
市若林区の避難所を訪問。
菓子など差し入れ [NS]

・ロック歌手の内田裕也,石
巻で支援活動。「石巻は英
語でロックンロール。縁
を感じた」とし,ロックに
ちなんでバナナやミカン
などを配った [NS]

・サザンオールスターズ
の桑田佳祐や福山雅治な
どアミューズの所属アー
ティスト約50人が集結,被
災地支援のための特別ソ
ングを歌うとの発表。楽
曲配信の収益はすべて寄
付される [NS]

・復興支援無料コンサート
のため仏から来日した女
優・歌手のジェーン・バー
キンさんが会見。「日本
人の心のありように私た
ちは学んでいます。ガン
バッテ!」 [A]

・サントリーが「勇気と希
望」をねらいにした企業
広告「オールサントリー広
告」(71人のタレント, 29
タイプ)を放映開始。5月
15日まで [宣伝会議; No.815]

・総務省,デマに対して適切
な措置を取るようネット
関連4業者団体に要請 [A]

・東京都内では,多くの公立小中学校で始業式。東日本大震
災の被災地から都内に一時避難している子どもたちが新し
い学校に通学 [T]

・東京・浅草の観光施設と商店, 4月6から2日間,避難者を浅
草観光に招待 [A]

・皇太子夫妻,味の素スタジアムで被災者を御見舞 [A]

・横浜市, 宮城県石巻市にリサイクル自転車204台を提供す
ると発表。全国自転車問題自治体連絡協議会を通じて石巻
市から要請 [A]

・神奈川県相模原市,震災をうけ原則夜間休館としていた公
共施設のうち,一部の施設を4月7日から通常通り開館する
と発表 [KS]

・神奈川県藤沢市,整備した放置自転車や地元産の野菜など
を被災地に届けると発表。4月8日には,海老根靖典市長が
現地入りして引き渡しに立ち会い視察の予定 [A]

・「第59回ザよこはまパレード」(5月3日開催予定)が中止に。
横浜商工会議所などの実行委員会が発表 [A]

・千葉県,県外の犠牲者の遺体を県内の斎場で火葬すると発
表 [A]

・千葉県,居住地を離れた人を対象に公営住宅や職員住宅を
提供すると発表。罹災証明書か福島第1原発半径30キロ圏
内に自宅があることが条件 [S]

・液状化現象で大きな被害を受けた千葉県浦安市で,上水道
が地震から26日ぶりに全面復旧 [CN]

・日本競輪選手会千葉支部は,避難者を励まそうと「千葉競
輪場バンク内ツアー」を千葉競輪場(千葉市中央区弁天)で
開催 [S]

・茨城県の宮浦浩司農林水産部長,周辺農地の土壌調査につ
いて,県内18カ所のサンプルを農水省に提供したことを明
らかに [I]

・茨城県教育委員会によると,他県からの児童生徒の受け入
れは, 小学校337人, 中学校97人, 高校20人, 特別支援学校3
人の計457人 [I]

・茨城県内の全公立小中学校791校で, 始業式。新学期がス
タート [I]

・茨城交通・日立電鉄バス,常磐線(勝田-高萩)の運行再開を
受け, 水戸-日立間と勝田-日立間のバス運行を終了 [W: 国

交省]

・茨城県内港湾の定期航路, 全便が休止していたが, 茨城港
常陸那珂港区-北海道・苫小牧港の航路が運航再開。約1カ
月ぶりとなる貨物船が入港 [I]

・茨城県牛久市,東日本大震災で被害が大きい宮城県亘理町
に,救援物資の仕分けや避難所への運搬を担う災害救援隊
を派遣 [I]

・茨城県潮来市の水郷潮来観光協会や市商工会の代表者ら
18人,市役所を訪問。第60回水郷潮来あやめまつり開催の
嘆願書を松田千春市長に手渡す [I]

・茨城県ひたちなか市役所で,地元の陸上自衛隊施設学校の
音楽隊18人による「災害復興応援コンサート」が初めて開
催 [S]

・茨城県鉾田市議会の高野隆徳議長,鹿野農水相・細川厚労
相に宛て,東日本大震災に関する緊急要望書を提出 [I]

・日立電線(茨城県),東日本大震災で被災した自治体のサー
バーを無償で預かる支援策を始めたと発表 [S]

・東急ストア,全96店で「茨城県農家応援セール」と銘打ち
茨城県産野菜8～15品目を通常価格の2～5割引きで販売開
始 [I]

・群馬県,避難者に買い物や息抜きをしてもらう日帰りバス
ツアーを開始。4月6日に福島県いわき市などからみなかみ
町に避難中の21人が参加する1回目ツアー [J]

・福島第1原発20キロ圏内の南相馬市原町
区の避難指示区域内で, 行方不明者の捜
索が本格化 [FP]

・福島県が放射性物質による農用地の汚染
実態を把握するために行った土壌調査の
結果, 7市町村・地域で再調査が必要に。
当面は農作業に着手しないよう指導 [FP]

・福島県による幼小中学校などの放射線
測定の結果, 浪江町, 飯舘村で高い数値。
県によると健康上特に大きな影響はな
い [FP]

・政府,福島第1原発事故で避難指示が出て
いる半径20キロ圏内の住民に一時帰宅を
許可する方針を固める [FP]

・飯舘村, 3歳未満の乳幼児と保護者,妊産
婦の希望者について, 4月13日から福島市
飯坂温泉の旅館・ホテルに避難させるこ
とを決定 [FP]

・郡山市では, 4月6日までに, 建物応急判
定の「危険」が県内最多の810件。「要注
意」も最多の1732件。これらの大部分は
JR郡山駅西側市街地に集中 [FP]

・福島県,双葉郡8町村の所在不明住民が5
割近くいることをうけ, 県双葉郡支援セ
ンターを設置。個人的に避難している住
民からの連絡を集約 [FP]

・福島労働局, 4月6日に相馬市で, 7日に新
地町で出張相談を実施 [FP]

・浪江町議会, 早急な被災者生活再建支援
のための制度構築などの要望書を国に提
出 [FP]

‐会津若松商工会議所によると, 会津若松
市の芦ノ牧温泉えは予約客の95%にあた
る約57,000人が, 東山温泉でも約60,000
人近くが予約をキャンセル [FP]

・東北6県の75市長でつくる東北市長会,政
府・民主党や総務省などに対し, 東日本
大震災の復旧・復興に向けて既存の枠組
みを超えた支援策を求める緊急要望書を
提出 [K]

・政府,福島県の被災地復興について,東日
本大震災の復旧・復興計画を立案する復
興構想会議とは切り離して対応する方針
を決定 [FP]

・菅首相, 4月6日までに,東日本大震災復興
構想会議に宮城県の村井知事, 岩手県の
達増知事, 福島県の佐藤知事の参加を求
める方向で最終調整 [K]

・宮城県,仮設住宅の必要戸数
3万戸の早期達成をめざし,
建設業者を一般公募する方
針を決定。社団法人すまい
まちづくりセンターに一括
して要請 [K]

・宮城県,県漁協が養殖業や漁
船漁業を自粛する5月末まで
に各湾内や沿岸海域で漁船
の操業や水産物の安全性に
関する調査を行う方針を決
定 [K]

・宮城県警, 県内18カ所の遺
体安置所で,他の遺体安置所
に収容されている遺体の写
真を閲覧できるようにした。
県内の身元不明遺体の8割に
ついて確認可能 [K]

・宮城県営工業用水道, 4月6日
時点で契約企業73社中57社
(78%)へ送水可能。4月中に
企業への送水を全面再開で
きる見通し [K]

・東北運輸局などのまとめ
によると, 東北の3月の新車
新規登録台数のうち乗用車
は1万2505台で前年同期比
58.6%の大幅減。宮城県は
71.9%の落ち込み [K]

・仙台市交通局,地下鉄南北線
は4月29日の始発から全線で
運転再開すると発表 [K]

・仙台・青葉まつり協賛会, 5
月14・15日に開催予定の「第
27回仙台・青葉まつり」の中
止を発表 [K]

・フィギュアスケートの荒川
静香,仙台市若林区の避難所
を訪問し,被災者を慰労 [K]

・細川厚労相,宮城県石巻市の
ハローワークを視察 [A]

・細川厚労相,宮城県の村井知
事や石巻市の亀山市長と会
談し,被災者就労支援のため
仙台・塩釜・石巻・気仙沼の
ハローワーク4カ所を土日祝
日,夜間も開所する方針を表
明 [K]

・サッカー解説者の沢登正朗,
宮城県七ヶ浜町の避難所で
サッカー教室を開催 [K]

・南三陸町の町外への集団2次
避難の第一弾,終了 [K]

・宮城県亘理町,被災地に「見
物人」とみられる人・車が入
り緊急車両の通行や捜索活
動に支障が出ていることを
うけて,一部地区で通行制限
を開始 [K]

・東北6県の75市長でつくる東
北市長会,政府・民主党や総
務省などに対し,東日本大震
災の復旧・復興に向けて既存
の枠組みを超えた支援策を
求める緊急要望書を提出 [K]

・岩手県,農業・農村復興対策
連絡会議を開催し,農業被害
への対応を協議。4月5日時
点の農業被害額は約24億7千
万円 [W:岩手日報]

・岩手県沿岸部の13市町村で
組織する「復興期成同盟会」,
第1回総会を開催 [A]

・東北6県の75市長でつくる東
北市長会,政府・民主党や総
務省などに対し,東日本大震
災の復旧・復興に向けて既存
の枠組みを超えた支援策を
求める緊急要望書を提出 [K]

・大船渡市では,さいとう製菓
の中井工場(赤崎町)が, 震災
後初めて菓子の製造ライン
を稼働 [平成の三陸大津波]

・NPO法人「中国帰国者・日中
友好の会」の中国残留日本
人孤児ら,岩手県陸前高田市
で水ギョーザの炊き出し [A]

・菅首相, 4月6日までに, 東日
本大震災復興構想会議に宮
城県の村井知事,岩手県の達
増知事,福島県の佐藤知事の
参加を求める方向で最終調
整 [K]

・アメリカ:ニューヨークでは,
日本で教えた元英語教師ら
約300人が義援金集めのパー
ティー。約90万円が集まっ
た [A]

・韓国:福島第1原発での放射
性汚染水放出問題をうけて,
政府をあげたタスクフォー
スの設置を決定 [A]

・台湾:馬英九総統,行政院に5
月末までに,台湾の各原子力
発電所の防災能力を評価す
る報告を提出するよう要求
することを明らかに [LT]

・台湾:南投県埔里鎮,東日本大
地震の被災者を受け入れる
「愛のLong Stay計画」を立ち
上げた。埔里鎮は1999年の
「9.21大地震」の被災地 [LT]

Wed.
6

Apr.

4月
6日
(水)
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Wed.
6

Apr.

4月
6日
(水)

11:19海自:ヘリで仙台駐屯地から桂島の被災者に
水120L, もち20kg, ジュース36kg, 日用品40kg,
菓子30kg,ほうき1本を搬送 [SDF]

11:22空自:第3輸送航空隊C-1×1機が救援物資(レ
トルト)を花巻―福島まで空輸 [SDF]

11:32海自:72空ヘリが三陸海岸で行方不明者の捜
索・救助を実施 [SDF]

12:05海自:ヘリで仙台駐屯地から朴島の被災者に
水120L, もち10Kg, ジュース12kg, 日用品10kg,
菓子10kgを搬送 [SDF]

12:08 海自:ヘリで仙台駐屯地から寒風沢島の被
災者に水360L, もち10Kg, ジュース24kg, 日用
品80kg, 菓子20kg, コードリール10kg, カップ麺
10kg,ほうき2本,仕切り板11枚を搬送 [SDF]

12:09 空自:第2輸送航空隊C-1×1機が救援物資
(カップ麺,菓子等)を千歳―花巻まで空輸 [SDF]

12:30 海自:横須賀警備隊が宮城県石巻市中央2丁
目の市営駐車場にて男性104名, 女性129名に入
浴支援を実施 [SDF]

12:33海自:ヘリで多賀城から野々島の被災者に水
240L, もち10Kg, ジュース24kg, 日用品20kg, 菓
子10kgを搬送 [SDF]

12:51海自:「くにさき」が鮎川漁港地区にて男性
45名,女性59名に第1回入浴支援を実施 [SDF]

13:02海自:「せとゆき」が気仙沼市大島沖にて男
性15名,女性15名に入浴支援を実施 [SDF]

13:10陸自:東北方面航空隊が沿岸部航空偵察。ま
た石巻市総合運動公園へ食品を輸送 [SDF]

13:54空自:第3輸送航空隊C-1×1機が救援物資(お
菓子等)を千歳―花巻まで空輸 [SDF]

14:00 陸自:10師団が山元町(坂元体育文化セン
ター)へ食品輸送 [SDF]

14:18 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(パン)を名古屋から松島まで空輸 [SDF]

15:55海自:「くにさき」が鮎川漁港地区にて男性
37名, 女性39名に第2回入浴支援を実施。また,
灯油10L,タオル157枚,ボディーソープ2本,シャ
ンプー2本, 石鹸6個, 洗濯洗剤3箱, バスタオル4
枚,男性衣服1箱,女性衣服1箱,ぜんざい180食を
提供。入浴者に対する健康相談13件(男性6名,女
性7名)も実施 [SDF]

16:00海自:機動施設隊26名が八戸市新湊にて瓦礫
の撤去,搬出作業を実施 [SDF]

18:00 海自:2空群が被災者14名にメンタルヘルス
ケア実施 [SDF]

18:00 海自:2空群が被災者19名に入浴支援を実
施 [SDF]
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・菅首相, 4月6日までに, 東日
本大震災復興構想会議に宮
城県の村井知事,岩手県の達
増知事,福島県の佐藤知事の
参加を求める方向で最終調
整 [K]
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6

Apr.

4月
6日
(水)
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全般 国/政治経済 原発/東電 自衛隊 米軍/米国 基礎的インフラ 生活/生産の基盤 学界/専門家組織

Thu.
7

Apr.

4月
7日
(木)

01:25 宮城県沖を震源とす
る地震, M4.4,同県石巻市
で震度3 [Y]

11:40 茨城県沖を震源とす
る地震, M4.9,同県日立市
で震度4 [A]

23:32 宮城県沖を震源とす
る地震, M7.4, 同県栗原
市・仙台市宮城野区で震
度6強, 青森から茨城の太
平洋沿岸に津波警報や同
注意報発令 [A]

・警察庁が午前10時時点
での東日本大震災の被
害状況を公表。死者数は
12,596人,行方不明者数は
14,747人。全壊した住宅
数は46,017棟 [Y]

・政府が被災地支援策とし
て検討する税制特例措置
の原案が判明。土地や家
屋に対する2011年度の固
定資産税を免除,損壊した
自動車を買い替える場合
の自動車取得税を非課税
とするなど [K]

・政府,仮庁舎の建設や住民
基本台帳システムの復旧
に充当する「市町村行政
機能応急復旧交付金」(仮
称)を創設する方針を固め
る [K]

・民主党の枝野官房長官と
玄葉政調会長が自民党の
石破政調会長と会談。補
正予算編成に向けて両党
の政策担当者が話し合う
ことで合意 [A]

・民主党の復興ビジョン検
討チーム,岩手県陸前高田
市などを視察 [A]

・自民の谷垣総裁,党本部に
て仙台市の奥山恵美子,青
森市の鹿内博,岩手県八幡
平市の田村正彦の3市長と
会談 [A]

・日銀の金融政策決定会合
で,被災地の金融機関に低
金利で総額1兆円を貸し出
す制度をつくることが決
定 [A]

・日銀本店で白川総裁が会
見。震災後の金融市場は
「全体として安定してい
る」と強調 [A]

・秋篠宮夫妻,福島・宮城両
県からの避難者136人が
身を寄せる東京ビッグサ
イトを慰問 [A]

01:31東電, 福島第1原発1号機の原
子炉格納容器に,水素爆発を防ぐ
ため窒素の注入を開始したと発
表 [A]

11:00頃 東電, 福島第1原発2号機で
汚染水が漏れていた作業用のピッ
トに,漏れを止める対策をしたと
発表。壁の亀裂にゴム板をあて,
突っ張り棒で押さえた [A]

・福島第1原発敷地内で東電協力会
社の男性作業員1名が体調不良を
訴え搬送。熱中症の可能性 [メルト

ダウン]

・東電の清水社長が退院。10日ぶ
りに職務に復帰 [メルトダウン]

・東京株式市場で東電株価が60年
前の上場以来の安値に急落 [メルト

ダウン]

04:00 陸自:9師団が陸前高田, 大船渡, 釜石, 大槌,
山田,宮古,野田村にて給食支援活動を開始 [SDF]

04:30陸自:13旅団が新地町役場にて給食支援活動
を開始 [SDF]

06:05陸自:北部航空方面隊UH-1×1機が山田町に
て情報収集活動を開始 [SDF]

06:55 空自:北空派遣隊(山田)が物資輸送活動を開
始 [SDF]

07:00 陸自:9師団が陸前高田, 大船渡, 釜石, 大槌,
山田,宮古にて給水支援活動を開始 [SDF]

07:00陸自:第1ヘリ団CH-47×3機が山田町にて空
中消火活動を開始 [SDF]

07:01 空自:北空派遣隊(山田)が給食支援活動を開
始 [SDF]

07:03空自:松島基地が沐浴支援活動を開始 [SDF]

07:07空自:松島基地が給水支援活動を開始 [SDF]

07:17 空自:松島基地が物流管理支援活動を開
始 [SDF]

07:22空自:松島基地が捜索救助活動を開始 [SDF]

07:24 空自:北空派遣隊(山田)が給水支援活動を開
始 [SDF]

07:24 空自:北空派遣隊(山田)が捜索救助活動を開
始 [SDF]

07:30 陸自:13旅団が給食, 給水支援活動を開
始 [SDF]

08:00 空自:三沢ヘリ空輸隊CH-47×2機が山田町
にて空中消火活動を開始 [SDF]

08:00空自:松島基地が民生支援(石巻住吉小学校校
庭泥除去)活動を開始 [SDF]

08:00 陸自:9師団が陸前高田, 大船渡, 釜石, 大槌,
山田,宮古にて入浴支援活動を開始 [SDF]

08:00 陸自:9師団が陸前高田にて洗濯支援活動を
開始 [SDF]

08:05 陸自:第9飛行隊OH-6×1機が山田町にて情
報収集活動を開始 [SDF]

08:10空自:航空救難団U-125×1機, UH-60×2機が
捜索救助活動を開始(16時56分活動終了) [SDF]

08:10陸自:13旅団が捜索支援活動を開始 [SDF]

08:20陸自:13旅団が捜索支援活動を開始 [SDF]

08:25空自:大滝根山分屯基地が給水・給食支援活
動を開始 [SDF]

08:26 空自:松島基地が民生支援(瓦礫除去)活動を
開始 [SDF]

08:26 空自:北空派遣隊(山田)が民生支援(瓦礫除
去)活動を開始 [SDF]

08:30空自:偵察航空隊RF-4E×3機が被災地の航空
偵察のため百里を離陸(11時30分百里着陸) [SDF]

08:30原子力:偵察航空隊RF-4E×1機が福島第1原
発の航空偵察のため百里を離陸(09時10分百里着
陸) [SDF]

08:40 空自:北空派遣隊(山田)が道路啓開活動を開
始 [SDF]

08:55 陸自:13旅団が給水支援(ホテル夕鶴)活動を
開始 [SDF]

09:11 空自:三沢ヘリ空輸隊CH-47J×3機が岩手県
山田町にて消火活動を開始(終了11時35分) [SDF]

09:35空自:松島基地が医療支援活動を開始 [SDF]

09:35 陸自:第7飛行隊OH-6×1機が山田町にて情
報収集活動を開始 [SDF]

10:20 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(パン)を名古屋から松島まで空輸 [SDF]

10:56海自:「くらま」搭載ヘリが桂島の被災者に
ガソリン200L, 米40kg, 水120L, カレー42kg, ス
トーブ5個,日用品2kg,菓子8kg等を搬送 [SDF]

・米軍, 物資輸送
の拠点としてき
た仙台空港の使
用を終了 [A]

‐米エネルギー
省,福島第1原発
から40キロ圏外
の放射線量につ
いて, 避難不要
な量との見解を
発表 [A]

05:16 JR水戸線が全線運行再開 [震災と鉄

道全記録]

09:00時点 NTT東日本が福島・宮城・岩
手・青森・山形・秋田・茨城・栃木・群
馬・千葉・埼玉・神奈川・新潟・東京・
長野・山梨の各都県で設置した特設公
衆電話は計2,237台 [W: NTT東日本]

09:00時点 NTT東日本が青森・岩手・宮
城・秋田・山形・福島・茨城・栃木・
群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・新
潟・山梨・長野の各都県で設置したイ
ンターネット接続コーナーは計231 [W:

NTT東日本]

13:56 東北新幹線の盛岡-一ノ関間で運
転再開 [A]

23:32頃 NTT東日本,岩手・宮城・山形に
向けた通話について一時通話規制を実
施。4月8日3時には解除 [W: NTT東日本]

23:32頃 東北道(白河IC-盛岡南IC), 秋田
道(琴丘森岳IC-北上JCT),山形道(酒田
みなとIC-村田JCT), 東北中央道(東根
IC-山形上山IC), 日本海東北道(岩城
IC-河辺JCT), 湯沢横手道(湯沢-横手
IC), 釜石道(花巻空港-花巻JCT), 百石
道(下田百石IC-八戸JCT),八戸道(八戸
IC-浄法寺IC),仙台北部道(利府JCT-富
谷JCT),三陸道(利府中IC-仙台港北IC),
仙台東部道(仙台港北IC-亘理IC),常磐
道(亘理IC-山元IC), 磐越道(小野IC-猪
苗代磐梯高原IC)で,緊急点検のため通
行止め。4月7日深夜の余震のため [W:

NEXCO]

23:32 東北新幹線, 七戸十和田―新青森
間ではやて519号が停車。4月7日深夜
の余震のため。 [A]

23:32 仙台市ガス局, 供給再開した一部
地域(5,643戸)で供給停止。4月7日深
夜の余震のため [W:日本ガス協会]

・「高速道路のあり方検討有識者会議」
(大畠国交相の諮問機関), 第1回会合。
高速道路網の復興や耐震強化策につい
て今夏にも提言をまとめる [A]

・茨城交通・日立電鉄バス・京浜急行バ
ス・東京空港交通,日立・水戸-羽田空
港間で運行再開 [W:国交省]

・岩手・青森・山形・秋田の東北4県が全
域停電。4月7日深夜の余震のため, [A]

・4月7日深夜の余震後, 北海道電力が3
月13日より連日行ってきた本州への最
大60万キロワットの送電が停止 [A]

・仙台市ガス局,供給区域の一部(178,959
戸)が復旧完了 [W:日本ガス協会]

・NTT東日本, 仮設住宅等へ転居する
被災者に電話機を無償提供すると発
表 [W: NTTグループ]

・総務省,岩手・宮城・福島の3県に限っ
て, 地上波デジタル放送への完全移行
を当面延期する方針を決定 [A]

・日産自動車とホンダ, イギリス工場
で4月下旬に3日間生産停止すると発
表。東日本大震災による部品不足のた
め [A]

・全国銀行協会, 震災の遺族・親族の預
金引き出しに柔軟に対応するよう加盟
銀行に要請 [A]

・財務省,東日本大震災等により保税地
域に蔵置中の外国貨物が亡失した場合
の手続等について事務連絡 [W:内閣府]

・国交省, 移動自動車相談所を宮城・福
島両県の避難所に開設 [A]

・国交省,非常災害のため必要な応急措
置として行う行為に係る景観法の取扱
いについて通知。景観計画区域内にお
ける応急仮設建築物の建築, 災害によ
り破損した建築物を復旧するために
行われる応急の修繕等については, 景
観法に定める届出義務等の適用を除
外 [W:内閣府]

・環境省,緊急のため海洋投入処分を認
める廃棄物等の指定について告示。宮
城県における緊急的な海洋投入処分を
認める廃棄物の排出(廃棄物,排出海域,
排出基準)を定める [W:内閣府]

・三陸沿岸などの漁村の復興に向けた農
水省の計画案が判明。中核施設の魚市
場を高層建築にし, かさ上げした地盤
に水産物加工場を集約, 住民は高台に
移すなどの案 [IN]

・被災者支援特別対策本部事務局長の平
野内閣副大臣, 東日本大震災により岩
手・宮城・福島3県に設けられた避難
所で1159の全避難所で生活環境に関
する調査を開始したと発表 [K]

・土木学会, 第1次総合調査団調査速
報について団長が記者会見(於仙,花
京院スクエアビル) [W:土木学会]

・日本下水道協会,宮城県気仙沼市お
よび岩手県陸前高田市・大船渡市・
釜石市とそれぞれ打ち合わせ。被害
状況を確認 [W:日本下水道協会]

・大阪弁護士会,「東日本大震災にお
ける被災者の生活再建に係る関係法
規の運用改善及び法改正に関する緊
急意見書」を首相・厚労省・総務相・
衆院議長・参院議長に提出 [W:大阪弁

護士会]

・兵庫県弁護士会,「東日本大震災復
旧・復興対策立法に関する緊急提
言」を発表 [W:兵庫県弁護士会]

・宮城行政書士会,宮城運輸支局より
国交相設置の「移動自動車相談所」
への相談員派遣要請をうけ, 4月7日
～9日まで実務者会員を派遣。4月
11日～15日にも派遣 [W:日本行政書士

会連合会]

・福島行政書士会,福島運輸支局より
国交相設置の「移動自動車相談所」
への相談員派遣要請をうけ, 4月7日
～9日まで実務者会員を派遣 [W:日本

行政書士会連合会]

・日本歯科医師会,徳島県歯科医師会
の移動診療車1台を宮城県に派遣。
5月9日まで [W:日本歯科医師会]

・日本原子力学会, プレスリリース
「東電福島第一原子力発電所内の汚
染水処理に役立つデータ収集につ
いて:海水混入系でのゼオライト,活
性炭等へのセシウム, ヨウ素の吸着
データを取得」を発表 [W:日本原子力

学会]

・科学技術振興機構,社会技術研究開
発センターの戦略的創造研究推進事
業(社会技術研究開発)「東日本大震
災対応・緊急研究開発成果実装支援
プログラム」の募集開始。4月22日
締切 [W:科学技術振興機構]

・日本学術会議,第10回東日本大震災
対策委員会を開催 [W:日本学術会議]

・日本学術会議, 「東北関東(東日本)
大震災の総合対応に関する学協会連
絡会(仮称)」実務担当者連絡会(第1
回)を開催 [W:土木学会]
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市民社会 原発事故の影響 文化/風俗/メディア 東京圏/計画停電 福島県 宮城県 岩手県 海外動向

・JCN, 第1回震災ボランテ
ィア・NPO等と各省庁と
の定例連絡会議を開催 [W:

JCN]

・国 際 環 境NGOのEoF-
Japan, 脱原発・新しいエ
ネルギー政策を実現する
会を開催 [W: FoEJapan]

・京都総評・大阪労連・奈労
連・滋賀労連・兵庫労連・
和歌山県地評が,関西電力
本社に対し原発問題での
緊急要請 [W:全労連]

・全労連や民主団体などで
つくる全国災対連共同支
援センター,ボランティア
を乗せたバスが宮城・岩
手へ出発 [W:全国災対連]

・福島県漁業協同組合連合
会, 操業を当分中止し, 期
間中の被害を国や東電に
求めることを決定 [A]

・厚労省,放射線の子供への
影響を心配する母親向け
のパンフレットを作成 [A]

・第69期将棋名人戦七番勝
負の対局開始を前に,羽生
善治名人と挑戦者の森内
俊之九段らが震災の犠牲
者に黙祷 [A]

・大相撲の伊勢ノ海部屋(東
京都江戸川区), 風評被害
を受けている福島・茨城
両県の農家を応援しよう
と,力士が食べるちゃんこ
に両県産の野菜を使用 [Y]

・仙台市在住の4人組バンド
MONKEY MAGICのボー
カル,プラント兄弟が震災
直後から復興ボランティ
アとの報道 [NS]

・SMAP, 節電でCDの大量
生産できず,新曲を配信限
定で発売することを決定。
収益の一部は寄付 [NS]

・演歌歌手の小林幸子が福
島県南相馬市の避難所を
訪問。米10トンなどを支
援。「故郷の新潟地震支援
の恩返し」 [NS]

・フジテレビ, 4月9日から
「YOU ARE NOT ALONE
メッセージキャンペーン」
を実施すると発表。40超
番組のラストに支援メッ
セージ放送 [NS]

・東京都, 震災犠牲者の火葬について, 宮城県から1日最大
120体を都内で受け入れると発表 [A]

・東京都千代田区,区内の震災避難者向けの総合相談窓口を
開設。福祉,教育,税金の相談を受ける [A]

・東京都杉並区, 福島県南相馬市への支援として, 避難した
市民が暮らす群馬県東吾妻町の区民保養施設に,同市役所
の出張所を開設する見通しを表明 [A]

・東京都大田区では,区と有志の区民や企業が集まって組織
した「大田区被災地支援ボランティア調整センター」が発
足。被災地でボランティア活動をする人を募集 [A]

・秋篠宮夫妻, 福島・宮城両県からの避難者136人が身を寄
せる東京ビッグサイトを慰問 [A]

・神奈川県, 東日本大震災の被災地支援を円滑に進めるた
め,宮城県庁の災害対策本部内に駐在員2人を置くことを決
定 [KS]

・被災し避難所で生活する小中高生を受け入れる神奈川県
「ホームステイボランティア」制度,数件しか問い合わせ来
ず [KS]

・神奈川県三浦市の野菜出荷グループ「春キャベツ松輪」,
支援物資を届けに宮城県南三陸町へ出発 [KS]

・鎌倉建築組合のメンバーら17人,宮城県石巻市の復興支援
に出発 [KS]

・役場機能ごと集団避難してきた福島県双葉町民が暮らす
埼玉県加須市の旧県立高校で,双葉町の名前などが描かれ
たこいのぼりが掲げられる [S]

・千葉県浦安市では,市立小中学校計26校で始業式。一部の
学校では入り口に段差ができたり仮設トイレを設置するな
ど,依然“震災の爪痕”が残る中でのスタート [CN]

‐東京湾岸部に広がった液状化,利根川流域の千葉県旭市か
ら野田市にかけて発生していた。我孫子市の民家118棟や
香取市の民家22棟が居住できなくなった [CN]

・吉川交通・関鉄観光バス・出久根観光,鹿島臨海鉄道大洗
鹿島線代替バス(新鉾田-大洋)を運行開始 [W:国交省]

・JR水戸線の小山-友部駅間, 27日ぶりに運転を再開 [I]

・茨城県鉾田市で,「イバラキング」と「オトメメロン」を
初出荷。検査機関の証明書などで安全性をPR。同市はメ
ロンの出荷額で日本一 [I]

・日本ゴルフツアー機構, 8月に栃木県で開催予定だった
Handa Cupプロミシング・トーナメントのを中止すると発
表。東日本大震災の影響 [S]

・群馬県, 県央第1水道(榛東村)・新田山田水道(みどり市)・
東部地域水道(千代田町)の水道水を検査したところ放射性
物質は不検出と発表。3回連続の不検出 [J]

・群馬県伊勢崎市,広瀬浄水場・竜宮浄水場・境下武士浄水
場の地下水と波志江配水塔の表流水の検査で放射性物質を
不検出と発表。4月1日採取 [J]

・群馬県みどり市,塩原浄水場(大間々町)と白倉沢浄水場(東
町)で4月1日採取の水道水を4月7日までに検査。放射性ヨ
ウ素やセシウムは不検出 [J]

・群馬県甘楽町,町内の浄水場5カ所の水道水検査(4月4・5日
採取)で放射性物質は不検出と発表 [J]

・群馬県片品村,避難者向けに企業説明会を開催。参加した
村内の飲料水工場が4人をパート採用 [J]

・群馬県達磨製造協同組合, JR高崎駅の観光案内所などで
「復興祈願高崎だるま」を発売。収益は全額義援金として
被災地に送付 [J]

・福島第1原発20キロ圏内の南相馬市原町
区小沢地区で, 県警が機動隊とともに避
難指示区域内で行方不明者の本格的捜索
を開始 [FP]

・枝野官房長官,福島第1原発20～30キロ圏
内に残る住民約20000人への屋内退避指
示を, 避難指示に切り替える可能性を示
唆 [FP]

・原子力災害現地対策本部, 浪江町と大熊
町に対して「警戒区域」の設定を打診 [FP]

・南相馬市には, 事業所再開の動きなどか
ら,震災前の約4割にあたる3万人が在住。
桜井市長は,福島第1原発30キロ圏の屋内
退避区域の解除を国に要望 [FP]

・津波で家屋約450棟が全壊した新地町, 4
月7日～10日にかけて, 町内5ヵ所で仮設
住宅の入居説明会を開催 [FP]

・いわき市では, 震災で被害を受けた小中
学校7校が他校の校舎で授業再開 [FP]

・福島県下の漁協総合長会議, 県の検査で
安全性が確認されるまで漁業の停止を決
定。県は原発事故終息まで検査に入らな
いとしており, 漁業停止は長期化の見通
し [FP]

・国交省, 移動自動車相談所を宮城・福島
両県の避難所に開設 [A]

・宮城県, 建築基準法に基づ
き,津波で被災した3市2町の
市街地の一部で, 4月8日から
5月11日まで住宅などの建築
を禁止すると発表 [K]

・宮城県,被災者支援などに追
われる被災自治体に代わり,
「復興まちづくり計画」の策
定に乗り出す方針を表明 [K]

・宮城県,津波で農地が浸水し
た農家を対象に,宮城県内外
の避難先で農業技術を生か
した生活再建を促す「早期
営農再開支援センター」の
設置を決定 [K]

・仙台商工会議所の鎌田会頭,
8月の仙台七夕まつりについ
て,開催の報告で調整中であ
ることを表明 [K]

・仙台港,完成車を積んだ運搬
船が到着。一般貨物船の入
港は震災後初 [K]

・海上保安庁,名取市閖上の閖
上港で潜水士による行方不
明者の捜索を実施。不明者
は発見できず [K]

・大崎市古川の烏堂熊野神社
で「古川八百屋市」はじま
る [K]

・国交省,移動自動車相談所を
宮城・福島両県の避難所に
開設 [A]

・4月7日深夜の余震後, 4月8日
にかけて,宮城・岩手両県の
ガソリンスタンドに,再び給
油待ちの車列 [K]

・岩手県内の避難者, 4月7日時
点で373カ所の避難所に計4
万8736人 [K]

・岩手県,東日本大震災から半
年後の9月11日を目標に,全1
万8000戸の仮設住宅を完成
させ,被災者に入居してもら
う方針を表明 [IN]

・民主党の復興ビジョン検討
チーム,岩手県陸前高田市な
どを視察 [A]

・三陸沿岸などの漁村の復興
に向けた農水省の計画案が
判明。中核施設の魚市場を
高層建築にし, かさ上げし
た地盤に水産物加工場を集
約,住民は高台に移すなどの
案 [IN]

・岩手県北バス,三陸鉄道北リ
アス線代替バス(陸中野田-小
本)の運行を開始 [W:国交省]

・4月7日深夜の余震をうけて,
宮城県の太平洋沿岸に津波
警報,岩手県沿岸に津波注意
報が発令 [W:岩手日報]

・東北電力岩手支店による
と, 4月7日深夜の余震によ
り,岩手県内全域の81万戸で
停電 [IN]

・4月7日深夜の余震後, 4月8日
にかけて,宮城・岩手両県の
ガソリンスタンドに,再び給
油待ちの車列 [K]

・イギリス:放射能海洋汚染を
招いた核燃料再処理工場セ
ラフィールド,工場に負荷を
かける安全点検「ストレス
テスト」を受け入れ [A]

・インド:政府,日本からの食品
輸入の3カ月間停止を撤回。
商務省が放射線汚染が確認
されたわけではないことを
理由に禁輸を見送る [A]

・韓国:東日本大震災での韓国
人の死亡者を追加で確認(特
別永住者男性1名)。確認さ
れた死亡者総数は, 国民5名,
朝鮮籍同胞5名 [CI]

Thu.
7

Apr.

4月
7日
(木)
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Thu.
7

Apr.

4月
7日
(木)

11:00 海自:「あまぎり」搭載ヘリが寒風沢島の
被災者にガソリン200L,米24kg,水360L,カレー
24kg, ストーブ2個, 日用品2kg, 菓子7kg, テント
3個,発電機1個等を搬送 [SDF]

11:00空自:中部航空音楽隊が東日本デンソーで慰
問演奏 (聴衆約150名, 12時00分演奏終了) [SDF]

11:21海自:「あまぎり」搭載ヘリが野々島の被災
者に軽油200L, 米16kg, 水240L, カレー18kg, ス
トーブ5個,日用品1kg,菓子6kg等を搬送 [SDF]

11:28海自:「くらま」搭載ヘリが朴島の被災者に米
6kg,水120L,日用品2kg,菓子1kg等を搬送 [SDF]

12:15海自:「くめじま」搭載艇が高白浜地区の被
災者に米180kg,レトルト食品115個,缶詰488個,
カップ麺864個,その他生活物資を搬送 [SDF]

13:30 陸自:第9音楽隊がグリーンピア田老で慰問
演奏 [SDF]

13:31海自:第72航空隊ヘリ,被災地周辺での捜索・
救助飛行を実施 [SDF]

13:50 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(パン)を名古屋から松島まで空輸 [SDF]

14:00海自:「つきしま」搭載艇が神止地区の被災
者に水438本,清涼飲料水157本,ウェットティッ
シュ108個,その他生活物資を搬送 [SDF]

14:30海自:「ちよだ」搭載艇が泊浜地区の被災者
に軽油980L, 主食缶詰2400個, 副食缶詰2400個,
水1500L,その他生活物資を搬送 [SDF]

15:10海自:「せとゆき」と「あすか」が気仙沼大
島地区にて102名に入浴支援を実施 [SDF]

15:16 海自:「くにさき」が鮎川漁港地区にて男
性59名, 女性109名に入浴支援を実施。また, 灯
油25L, タオル164枚, ボディーソープ3本, シャ
ンプー4本, 石鹸7個, 洗濯洗剤4箱, バスタオル7
枚, 女性衣服1箱, ポタージュスープ168食を提
供 [SDF]

15:19 海自:第73航空隊ヘリが被災地周辺での捜
索・救助飛行を実施 [SDF]

15:50海自:「ちよだ」が泊浜地区にて36名に入浴
支援を実施 [SDF]

16:00海自:機動施設隊13名が八戸市新湊にて瓦礫
の撤去,搬出作業を実施 [SDF]

16:03 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(食料品等)を名古屋から松島まで空輸 [SDF]

16:15海自:「まきしま」搭載艇が気仙沼地区の被
災者に慰問品(菓子)10個を搬送 [SDF]

16:25海自:「さくしま」搭載艇が大原湾付近の被
災者に乾電池4箱, 菓子10箱, 紙おむつ108枚, ポ
リタンク11個を搬送 [SDF]

16:29 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(食料品等)を名古屋から松島まで空輸 [SDF]

16:40海自:「くめじま」搭載艇が野々浜地区の被
災者に水476L,缶詰312個を搬送 [SDF]

16:50海自:横須賀警備隊が宮城県石巻市街地にて
男性97名,女性90名に入浴支援を実施 [SDF]

16:57 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(食料品等)を名古屋から松島まで空輸 [SDF]

17:00陸自:13旅団がサテライトかしまにて巡回診
療を開始 [SDF]

17:43海自:「ゆら」が函館から大湊へ陸自トラッ
ク2台,灯油ドラム缶96本を輸送 [SDF]

18:00 海自:2空群が八戸地区被災者19名に入浴支
援を実施 [SDF]

18:00 海自:2空群が八戸地区被災者25名にメンタ
ルヘルスケアを実施 [SDF]

・総務省が,震災によるアンテナ損壊で
地上波放送が見られなくなった世帯を
対象に, 衛星放送経由で地上デジタル
放送を見られるようにする緊急対策を
開始 [A]

・KDDI,通信機能の9割が復旧。携帯電
話で約91%, 固定電話約99%が復旧完
了 [W: KDDI]
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Fri.
8

Apr.

4月
8日
(金)

00:30 宮城県北部・中部で
震度6強を観測した4月7
日深夜のM7.4の地震につ
いて,気象庁の広報担当者
は「東日本大震災の余震
とみられる」 [Y]

00:55気象庁,宮城県などの
太平洋沿岸で発令してい
た津波警報と注意報をそ
れぞれ解除 [Y]

01:03 気象庁, 「余震の影
響で今後2～3時間程度は
若干の海面の変動が継続
する可能性が高い」と発
表 [Y]

01:15気象庁の長谷川洋平・
地震情報企画官が記者会
見, 4月7日深夜のM7.4の
地震について「東日本大
震災の余震としては最大
の震度を観測。今後もM7
クラスの余震が起きる可
能性がある」 [Y]

16:31気象庁, 4月7日深夜の
M7.4の地震について解析
結果を発表。震源の深さ
は約40キロから約66キロ
に, M7.4からM7.1にそれ
ぞれ変更 [A]

・政府地震調査委員会, 4
月7日の宮城県沖地震を3
月11日の本震の余震と認
定 [A]

・両親が死亡または行方不
明となった「震災孤児」が
4月8日時点で82人。厚生
労働省調べによる [A]

・菅政権, 3月の「規制仕分
け」をうけて新たな規制
改革方針を取りまとめ。8
日に閣議決定 [A]

・菅政権, 東日本大震災の
被災自治体等に総額762
億円の特別交付税を8日中
にも交付すると決定 [A]

・菅政権, 被災自治体との
「災害時相互援助協定」に
基づき避難住民を受け入
れる各地の自治体を財政
支援する方向で検討 [A]

・政府は東京電力・東北電
力管内の計画停電の原則
終了を宣言 [A]

・菅首相, 4月7日深夜の余震
を受け首相官邸入り [A]

・宮城県の村井知事,菅首相
を訪問。「過度な自粛をし
ないで消費を促してほし
い」と要望 [A]

・自見金融相,被災地の金融
機関が公的資金を求めや
すいよう金融機能強化法
を改正する方針を表明 [A]

・与謝野経済財政担当相,玄
葉国家戦略担当相など閣
僚から自粛の行き過ぎを
見直す意見が相次ぐ [A]

・民主党の岡田幹事長,岩手
県の達増知事を訪問し会
談。第一次補正予算案の
うちインフラ復旧の公共
事業費が1.5兆円になると
表明 [A]

・義援金配分配合決定委員
会が義援金の第1次配分の
基準額を決定。死者・行
方不明者・住宅全壊世帯
は35万円, 半壊の場合は
18万円 [A]

・民間シンクタンク11社の
経済予測によると,震災前
に前期比2%程度と予想し
ていた1～3月期の実質成
長率は平均0.2%のマイナ
ス成長へ [A]

・内閣府が3月の景気ウォッ
チャー調査を発表。現状
判断指数は27.7で先月比
20.7ポイント低下,先行き
判断指数も同20.6ポイン
ト低下。2000年の調査開
始以来最大の下落幅 [A]

・天皇・皇后,福島県双葉町
の住民たちが避難してい
る埼玉県加須市の旧騎西
高校を訪問 [A]

‐菅政権, 第一次補正予算
案に被災者向け仮設住宅7
万戸分の建設費を計上す
る方針を固める [A]

00:13東電, 4月7日深夜に発生した
地震をうけて,福島第1・第2原発
は「作業員, 設備とも異常なし」
と発表 [A]

11:50 原子力安全・保安院, 4月7日
深夜の地震で非常用ディーゼル
発電機による冷却に切り替わっ
ていた東日本各地の原発で,外部
電源が順次復旧したと発表。東
北電力女川原発では,使用済み燃
料貯蔵プールの冷却システムが1
時間ほど停止。「温度に異常はな
い。原因は調査中」 [A]

・午後東電,低レベル汚染水の海洋
放出をほぼ終了したと発表 [メルト

ダウン]

・東電, 3月11日夜時点で福島第1原
発1号機の圧力容器の水位が燃料
棒露出の寸前まで減少していた
とするデータを初公表。「隠す意
図はなかった」 [メルトダウン]

・政府と東電,避難住民や被害農家
への損害賠償仮払いの仕組みを
大筋で固める [メルトダウン]

・露ベールイ駐日大使とゾーリン駐
在武官, 放射性汚水処理施設「す
ずらん」を貸与する用意あると説
明 [メルトダウン]

00:10 空自:航空救難団UH-60×6機が被害情報収
集活動を開始(第1陣03時42分, 第2陣07時26分活
動終了) [SDF]

01:56海自:「くらま」搭載ヘリが牡鹿半島から相
馬港沿岸における地震被害調査を実施 [SDF]

02:24海自:「あけぼの」搭載ヘリが宮城県沿岸部
の地震被害調査を実施 [SDF]

04:00 陸自:第9師団が岩手県内各地域にて給食支
援を開始 [SDF]

05:01 陸自:東北方面特科隊が仙台市にて捜索開
始 [SDF]

07:00 陸自:第4施設団が陸前高田市及び大船渡市
にて道路啓開作業を開始。宮古市及び山田町に
て瓦礫運搬・捜索を開始 [SDF]

07:00陸自:第9師団が岩手県内各地域にて給水・輸
送支援・瓦礫運搬を開始 [SDF]

07:04 空自:北空派遣隊(山田)が物資輸送活動を開
始 [SDF]

07:27原子力:CH-47(サーモグラフィ・放射線測定
機搭載)×1機による福島第1原発上空モニタリン
グ開始(07時46分終了) [SDF]

07:44 空自:北空派遣隊(山田)が給食支援活動を開
始 [SDF]

08:00 陸自:第4施設団が釜石市及び大槌町にて道
路啓開作業を開始 [SDF]

08:00 陸自:第9師団が岩手県内各地域にて入浴支
援を開始 [SDF]

08:04 空自:北空派遣隊(山田)が給水支援活動を開
始 [SDF]

08:05海自:第25航空隊ヘリが津軽海峡から岩手沿
岸における地震被害調査を実施 [SDF]

08:10 空自:北空派遣隊(山田)が捜索救助活動及び
巡回診療を開始 [SDF]

08:15 陸自:第13旅団が新地町にて給水支援を開
始 [SDF]

08:23陸自:第6師団が仙台市にて捜索開始 [SDF]

08:26空自:大滝根山分屯基地が給水給食活動を開
始 [SDF]

08:29原子力:偵察航空隊RF-4E×1機が福島第1原
発の航空偵察のため百里を離陸(09時06分百里着
陸) [SDF]

08:30空自:偵察航空隊RF-4E×3機が被災地の航空
偵察のため百里を離陸(11時30分百里着陸) [SDF]

08:35空自:松島基地が民生支援活動(入浴支援を除
く)を開始 [SDF]

08:49 空自:北空派遣隊(山田)が道路啓開活動を開
始 [SDF]

08:50陸自:第13旅団がいわき市にて捜索開始 [SDF]

08:59陸自:第13旅団がホテル夕鶴にて給水支援を
開始 [SDF]

09:10 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(パン)を名古屋から松島まで空輸 [SDF]

09:10陸自:第12施設群が捜索支援・瓦礫撤去作業
を開始 [SDF]

09:15陸自:第13旅団が岩子地区にて捜索開始 [SDF]

09:21 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(食料品)を名古屋から松島まで空輸 [SDF]

09:25海自:「まきしま」搭載艇が前浜地区の被災
者に救援物資を搬送 [SDF]

09:27陸自:第13旅団が磯辺地区にて捜索開始 [SDF]

09:30陸自:第13旅団が原釜地区にて捜索開始 [SDF]

01:00 東北自動車道の福島県白河IC-岩
手県盛岡IC間で上下線ともに通行止
め。4月7日深夜の余震のため [A]

03:00時点 NTT東日本によると, 4月7日
深夜の余震により新たに石巻・気仙
沼エリアを中心に加入電話約39,000
回線, ISDN約9,800回線,フレッツ光約
20,800回線が利用不可に [W: NTT東日本]

03:20頃 東北道(白河IC-白石IC), 磐越道
(小野IC-猪苗代磐梯高原IC),八戸道(浄
法寺IC-八戸IC・八戸北IC,百石道八戸
北IC-下田百石IC), 秋田道(湯田IC-琴
丘森岳IC),日本海東北道(岩城IC-河辺
JCT),湯沢横手道(湯沢-横手IC)で通行
止め解除 [W: NEXCO]

03:54 東北新幹線, 七戸十和田―新青森
間の八甲田トンネル走行中に停電で
「はやて519号」が緊急停止 [A]

05:00頃 東北道(水沢IC-盛岡南IC), 秋田
自動車道(北上JCT-湯田IC), 釜石道(花
巻JCT-花巻空港IC)が通行止め解除 [W:

NEXCO]

05:20東北道(白石IC-泉IC),山形道(村田
JCT-笹谷IC), 常磐道(山元IC-亘理IC),
仙台東部道(亘理IC-仙台東IC)で通行
止め解除 [W: NEXCO]

07:00 仙台市ガス局, 余震によるガス漏
れ出動が105件に上る [W:日本ガス協会]

07:50 東北道(泉IC-古川IC), 仙台北部道
(利府しらかし台-富谷JCT)で通行止め
解除 [W: NEXCO]

11:00 4月7日深夜の余震による停電, 東
北5県で計287万6245戸までに回復 [A]

12:50頃 NTT東日本, 4月7日深夜の余震
で石巻・気仙沼エリアを中心にサービ
スが利用できなくなっていたが, 通信
設備の復旧に伴い回復 [W: NTT東日本]

14:00 NTT東日本によると, 商用電源の
停電によるバッテリー枯渇のため, 青
森県田子町の一部で加入電話約1,300
回線, ISDN約100回線, フレッツ光約
450回線が利用不可に [W: NTT東日本]

18:00 NTT東日本によると, 商用電源の
停電によるバッテリー枯渇のため, 岩
手県南部の一部と宮城県北部の一部で
加入電話約6,900回線, ISDN約1,000回
線, フレッツ光約18,000回線が利用不
可に [W: NTT東日本]

18:00 三陸道, 仙台港北IC-利府JCT間で
通行止め解除 [W: NEXCO]

19:00東北道,古川IC-平泉前沢ICで通行
止め解除 [W: NEXCO]

21:00時点 7日夜の余震により宮城県一
部地域で電話が不通。NTTドコモで約
390, KDDIで287,ソフトバンクモバイ
ルで650の基地局が新たに停止。4月7
日深夜の余震のため [A]

22:00時点東北電力による復旧作業が進
み,停電は岩手・宮城・福島3県の約43
万戸にまで減 [A]

・ソニー2工場(宮城,光学部品),富士通1
工場(岩手,半導体),エルピーダメモリ
1工場(秋田,半導体),アルプス電気4工
場(宮城,電子部品),ニコン2工場(宮城,
一眼レフ他),ルネサンスエレクトロニ
クス4工場(青森・山形,半導体), NEC2
工場(岩手・秋田,通信機器他),リコー2
工場(岩手・宮城,光学部品), 日本製紙
グループ2工場(秋田・岩手, 板紙他)な
どが4月7日深夜の余震のため相次いで
停止 [A]

・住友金属工業の下妻会長,被災した鹿
島製鉄所の完全復旧には2年かかると
の見通し [A]

・トヨタ自動車と日産自動車,大部分が
停止中の国内車両組み立て工場を順次
再開すると発表 [A]

・トヨタ自動車,北米のほぼ全ての工場
を4月25日までに4～5日間停止すると
発表。部品調達が困難なため [A]

・段ボール最大手のレンゴー,被災した
仙台工場を閉鎖し, 宮城県内陸部に新
工場を建設すると発表 [A]

‐ホンダ,米国での自動車生産について
5月初めからの停止を検討しているこ
とが判明。部品不足のため [A]

‐日本損害保険協会,加盟する損保各社
が被災した契約者に保険料の払い込み
を猶予する期限を,従来の9月11日から
9月末に延長すると決定 [A]

・環境省,被災した中小企業の工場や事
業所から出たがれきの撤去や処分を市
町村が行う場合に国庫補助の対象とす
ることを決定。自治体に通知 [K]

・文科省,福祉関係の養成施設等の教育
体制について, 事務連絡。震災対応で
授業実施期間が短縮された場合でも国
家試験の受験資格を認めるなど [W: 内

閣府]

・土木学会,東日本大震災特別委員会
総合調査団調査速報会を開催。現
地調査は4月1日～7日に実施 [W:土木

学会]

・日本機械学会,東日本大震災調査分
科会(仮称)の打ち合わせ会を開催。
今後の日程, ワーキンググループの
設置, 特別員等へのアンケート作成
を決定 [W:日本機械学会]

・都市再生機構,応急仮設住宅の建設
に係る支援要員を岩手・宮城両県に
派遣 [W: UR]

・日本学術会議,被災地域の復興グラ
ンド・デザイン分科会およびエネル
ギー政策の選択肢分科会を設置 [W:

日本学術会議]

・放射線医療総合研究所,「放射線被
ばくに関する基礎知識 サマリー版
第1号(Ver1.0)」を公表 [W:放射線医療

総合研究所]

・東京大学,東日本大震災の本県後方
支援拠点を遠野市に設置することを
決定。被災地支援を続ける遠野市と
情報を共有し, 被害の解明と復興に
向けた研究と提言などを行う。浜田
純一総長や似田貝香門名誉教授らが
4月8日に市役所を訪れ, 本田敏秋市
長と会談 [W:岩手日報]

・三菱総合研究所,「東日本大震災か
らの復興に関する提言」を発表 [W:

三菱総合研究所]

・野村総合研究所, 「第3回提言 被災
者登録・所在把握による地域コミュ
ニティ維持」,「第4回提言震災によ
る雇用への影響と今後の雇用確保・
創出の考え方」,「第5回提言総合的
な減災対策の推進」を発表 [W:野村総

合研究所]
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・埼玉県地域人権運動連合
会, 「緊急の募金」, 「全
国災対策連経由での支援
活動」,「可能な形でのボ
ランティア参加」の3つに
取り組むと発表 [B: 埼玉人

権連]

・あしなが育英会, 震災で
親を失った遺児の心のケ
アをする施設「東北レイ
ンボーハウス」設立を発
表 [A]

・菅内閣,群馬県産のホウレ
ンソウとかき菜,福島県会
津産の原乳の出荷停止指
示を解除 [A]

・厚労省の薬事・食品衛生
審議会, 魚介類の食品衛
生法暫定基準(2000ベクレ
ル/kg)を了承 [A]

・枝野官房長官,イネの作付
禁止について,土壌中の放
射性セシウム濃度が1kg
あたり5000ベクレルを超
える水田を対象とする基
準を発表 [A]

・原子力安全委員会, 緊急
時計画区域(EPZ)の規定
について, 半径8～10キロ
から現状の20キロに合わ
せて見直すことを明らか
に [メルトダウン]

・厚労省の小林政務官, 東
電と労組からヒアリング。
双方から基準を超す放射
線を浴びた作業員が今後
も原発で働けるよう国に
対応を求める声 [A]

・四国電力,保安規定を津波
に備えて強化するため,変
更認可申請を経産相に提
出 [A]

・福島第1原発近くのJヴィ
レッジを本拠地とするな
でしこリーグの東京電
力マリーゼ, 無期限休部
へ [NS]

・桜が満開になった隅田川
にかかる桜橋のたもとで,
向嶋墨堤組合の芸妓(げい
ぎ)約20人が募金活動 [A]

・日本相撲協会,被災地への
慰問・炊き出し日程を発
表 [A]

・元大関のタレントKON-
ISHIKIや振分親方ら, 福
島県会津若松市の避難所
を訪れちゃんこ鍋の炊き
出し [NS]

・宮内庁の招待で, 東京都
調布市の味の素スタジア
ムに避難中の約40人が皇
居・東御苑で桜を観賞 [A]

・日本オリンピック委員会,
被災者支援のため各競技
団体から集めた防寒着な
ど1万1千点を陸前高田市
に送る [A]

・プロ野球楽天, 4班に分か
れて宮城県内各地を訪問。
被災者励ます [NS]

・プロ野球ロッテ,被災した
千葉県旭市と浦安市の小
学校を訪問。児童とキャ
ッチボール [NS]

・プロ野球楽天の星野仙一
監督, 山下中学校(宮城県
山元町)にある避難所を訪
問 [A]

・宮城県の企業が中心に
なって出資し,昨秋に石巻
市をメインにロケされた
映画「エクレールお菓子
放浪記」のプロデューサ
でシネマとうほくの鳥居
明夫社長がコメント。「い
つかロケ地で上映したい」
[NS]

・斎藤和義が反原発ソング
を弾き語りする動画,イン
ターネットに出回り話題
に [NS]

・河北新報社,『緊急出版特
別報道写真集巨大津波が
襲った 3・11大震災～発生
から10日間の記録～』出
版 [3・11東日本大震災]

・ソフトバンクモバイル,
復興支援ポータルサイト
「星空」篇CM放送開始 [宣

伝会議; No.815]

・ネット関連4団体の一つ
が, 総務省からの要請を
受けたデマへの対応を公
開 [A]

・東京労働局, 都内3カ所の避難所に身を寄せた人を対象に
労働相談会を開催。ハローワークや労働基準監督署の職員
が出向き,仕事の探し方や失業手当の手続きを説明 [A]

・神奈川県内の82校の私立中学・高校のうち55校が,被災し
た中学生や高校生を受け入。ほとんどの学校が学費免除。
転入だけでなく元の学校に籍を残して短期間だけ授業に参
加する形も容認。部活動用の寮に入れる学校も [A]

・埼玉県加須市の旧県立騎西高校の校舎で避難生活を送る
福島県双葉町の子どもたち,新しい学校で始業式や入学式
を迎える [A]

・天皇・皇后,埼玉県加須市の旧騎西高校を訪問。福島県双
葉町から集団避難した被災住民らをお見舞い [A]

・茨城県の宮浦浩司農林水産部長,県内18カ所の土壌の分析
結果をうけ「本県において,水稲の作付けを制限する必要
はない」と述べる [I]

・茨城県大洗町, 大洗沖周辺で採取した海水をサンプリン
グ調査した結果,原子炉等規制法で定められた基準値以下
だったと発表 [I]

・茨城県神栖市の保立一男市長,記者会見で「3月と4月分の
上下水道料金を全額免除する」と発表 [I]

・茨城県つくば市消防本部,福島県南相馬市の相馬地方広域
消防本部に,放射線災害用簡易防護服や「宇宙下着」など
を提供 [I]

・陶器や手工芸品などを販売する「クラフトフェアinかさ
ま」,茨城県笠間市笠間のきらら館で開始 [S]

・政府,群馬県産のホウレンソウとカキナに対して行ってい
た出荷停止を解除。放射性物質が3週連続して暫定基準値
を下回り国が示した解除条件を満たしたため [J]

・福島県南相馬市,被災者の避難する群馬県東吾妻町の温泉
施設「岩いわびつ櫃ふれあいの郷さと」の一角に出張所を
設置し,被災者支援の準備を進めているとの報道 [J]

・群馬県東吾妻町や東京都杉並区などが福島県南相馬市を
支援する「自治体スクラム支援会議」を立ち上げ。同会議
を構成する自治体首長や南相馬市長が首相官邸を訪れ菅首
相に財政支援や法整備を要請 [J]

・群馬県, 福島第1原発事故を受け県内の土壌を検査した結
果,土壌1キロ当たりに含まれる放射性物質の濃度が最大で
も569ベクレルだったと発表 [J]

・福島県災害対策本部によると, 宮城県沖
で4月7日深夜に発生した余震で, 県内で
は少なくとも8人が重軽傷 [FP]

・松下経産副大臣, 富岡町に対して「警戒
区域」の設定を打診。遠藤町長は安全確
保上「やむを得ない」とした [FP]

・政府, 原発事故による放射性物質の拡散
に対応し, コメの作付け制限を発動する
方針を発表 [FP]

・福島県,県内小中学校など1648施設の放
射線量緊急調査結果を問題なしとする一
方, グランド使用など長期の学校生活で
注意すべき基準を示すよう国に要請 [FP]

・福島県災害対策本部で, 福島県民が様々
な風評被害を受けているとの報告。給油
所での給油拒否, コンビニやレストラン
の入店拒否や宿泊拒否など [FP]

・南相馬市と川内村の住民505人,福島市や
郡山市などのホテルや旅館に2次避難 [FP]

・福島県南相馬市, 被災者の避難する群馬
県東吾妻町の温泉施設「岩いわびつ櫃ふ
れあいの郷さと」の一角に出張所を設置
し, 被災者支援の準備を進めているとの
報道 [J]

・双葉畜産農業協同組合の関係者, 早期補
償や牛の殺処分など, 組合員の切実な訴
えを説明会の発言記録から明らかにし
た [FP]

‐福島県, 双葉郡8町村の各役場で避難者
を臨時雇用する制度を開始。緊急雇用創
出基金事業から1.9億円を確保。延べ500
人の雇用創出を目指す [FP]

・いわき市, 震災の影響などで内定を取り
消された新規高卒者等を対象にした市独
自の緊急雇用対策を発表。最長来年3月
まで震災復興業務に60人を採用 [FP]

‐いわき市好間工業団地内の救援物資調達
配送基地「いわき基地」,住民ニーズの変
化(避難から仮設住宅での生活へ)から物
資の個別配布を開始 [FP]

‐東京都杉並区・北海道名寄市・群馬県東
吾妻町・新潟県小千谷市, 南相馬市を支
援する「自治体スクラム支援会議」を発
足 [FP]

・双葉町の避難先である埼玉県加須市の小
中学校で新学期がスタート。双葉町の子
どもたちが新しい学校生活を開始 [FP]

・天皇・皇后,埼玉県加須市の県立高校に集
団避難した双葉町の住民をお見舞い [FP]

・宮城県災害対策本部, 4月7日
深夜の余震をうけて情報連
絡会議を開催。被災情報の
確認を進める [K]

・4月7日深夜の余震の影響に
よる宮城県内の停電は, 20時
時点で33万4783戸。ピーク
時は契約世帯の約7割にあた
る99万8250戸が停電 [K]

・仙台市ガス局によると, 4月
7日深夜の余震によるガス
漏れのため, 16時時点で約
5600戸で都市ガスの供給が
停止 [K]

・4月7日深夜の余震で,宮城県
松島町の女性(74)が自宅マ
ンションの3階から落下。4
月8日に死亡を確認 [K]

・4月7日深夜の余震の影響で,
旭化成パワーデバイス石巻
事業所(石巻市), 富士通の子
会社工場(北上市), ソニーの
2工場(登米市), アルプス電
気の3工場(大崎市)などが操
業停止 [K]

・宮城県,被災者向け仮設住宅
の第3次着工分として12市町
に1930戸(予定)を建設する
方針を決定 [K]

・宮城県,「災害義援金配分委
員会」の設置を決定。4月13
日に初会合の予定 [K]

・宮城県,今年度は米の生産数
量目標の達成が困難として,
農水省に「都道府県間調整」
を申し立て [A]

・宮城県の村井知事,菅首相を
訪問。「過度な自粛をしない
で消費を促してほしい」と
要望 [A]

・仙台市, 市内の企業約500社
を対象に緊急ヒアリングを
行うと発表。復興計画に生
かす狙い。4月12日から作業
を開始し, 5月上旬までに取
りまとめ発表する予定 [K]

・津波で浸水した仙台市東部
の農地約1800ヘクタール全
てで,塩害のため今年の作付
けが不可能であることが市
の調査で判明 [K]

・仙台空港, 4月13日に一部の
国内線で運行を再開するこ
とが決定。国交省の市村政
務官が宮城県庁内で表明 [K]

・気仙沼市で,水産加工場の冷
凍・冷蔵庫で腐敗の進む水
産物の海洋投棄に向け,水産
物の集積作業が始まる [K]

・岩手県, 東日本大震災の公
共土木施設被害が2567億円
(4月5日現在)に上ると発表。
記録が残る1968年以降最大
の1999年の県北豪雨災害の
268億円を大幅に上回る。調
査の進行率は6割 [W:岩手日報]

・民主党の岡田幹事長, 岩手
県の達増知事を訪問し会談。
第一次補正予算案のうちイ
ンフラ復旧の公共事業費が
1.5兆円になると表明 [A]

・東京大学,東日本大震災の本
県後方支援拠点を遠野市に
設置することを決定。被災
地支援を続ける遠野市と情
報を共有し,被害の解明と復
興に向けた研究と提言など
を行う。浜田純一総長や似
田貝香門名誉教授らが4月8
日に市役所を訪れ,本田敏秋
市長と会談 [W:岩手日報]

・遠野市大工町に県遠野災害
ボランティア支援センター
が開設。「日本財団」と「東海
地震等に備えた災害ボラン
ティアネットワーク委員会」
「震災がつなぐ全国ネット
ワーク」の3者で整備。運営
は被災地NGO恊働センター
(本部・神戸市) [W:岩手日報]

・警察庁(日本),人命救助に訪
れた海外からの支援隊が全
て帰国したと発表 [A]

・中国:外務省,福島第1原発で
汚染水が海洋に放出された
ことに懸念を表明 [メルトダ

ウン]

・中国:国家品質監督検査検疫
総局,日本産品禁輸対象地を
5県から12都県に拡大すると
発表 [A]

・中国:隈丸優次・駐香港日本
国総領事が,香港特別行政区
政府(香港特区政府)政務司,
唐英年司長と面会。香港特
別政府が被災者救済基金諮
問委員会の提案を受入れ,救
済基金から500万香港ドルを
拠出し日本政府に救援物資
を送ることを決定したこと
に対し感謝を表明 [RJ]

・中国:論説「日本の核危機は
いつまで続くのか」が人民
網に掲載 [RJ]

・ロシア:ベールイ駐日大使と
ゾーリン駐在武官が記者会
見。3月ロシア戦闘機がに領
空に接近したのは,放射能レ
ベルのモニタリングが目的
だったと説明 [メルトダウン]

・EU:日本産輸入食品に対す
る放射性物質規制を強化 [メ

ルトダウン]

Fri.
8

Apr.

4月
8日
(金)
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Fri.
8

Apr.

4月
8日
(金)

09:46空自:航空救難団U-125×2機, UH-60×2機が
牡鹿半島西側で捜索救助活動を開始(第1陣12時
59分,第2陣17時30分活動終了) [SDF]

10:30 空自:中部航空音楽隊(浜松)が三春の里で慰
問演奏(聴衆約50名) [SDF]

13:11海自:「はるさめ」搭載ヘリが大島被災者に
救援物資を搬送 [SDF]

13:15海自:「せとゆき」が大島被災者に入浴支援
を実施。また,救援物資を提供 [SDF]

13:17海自:「せとぎり」搭載ヘリ,大島被災者に救
援物資を搬送 [SDF]

13:38海自:第72航空隊固定翼機が被災地周辺での
捜索・救難飛行を実施 [SDF]

14:12 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(食料,日用品)を名古屋から松島まで空輸 [SDF]

14:19 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(パン)を名古屋から松島まで空輸 [SDF]

14:30 空自:中部航空音楽隊(浜松)が田村市総合体
育館で慰問演奏(聴衆約50名) [SDF]

15:01 海自:「くにさき」が渡波漁港, 佐須地区の
被災者に入浴支援を実施。また, 救援物資を提
供 [SDF]

15:50海自:「くめじま」が相川地区の被災者に救
援物資を提供 [SDF]

16:30 海自:「ちよだ」が泊浜地区, 志津川地区の
被災者に入浴支援を実施。また救援物資を提
供 [SDF]

16:43海自:第25航空隊ヘリが被災地沿岸地域での
行方不明者捜索を実施 [SDF]

16:43海自:第72航空隊固定翼機が被災地周辺にお
ける人員・物品輸送を実施 [SDF]

16:45海自:横須賀警備隊が石巻市街地にて被災民
に入浴支援を実施 [SDF]

17:30海自:「くらま」が野々島浦戸開発総合セン
ター及び付近の清掃等の生活支援を実施 [SDF]

18:00 海自:第2航空群が八戸地区被災者に入浴支
援,診療支援,メンタルヘルスケア,住民輸送支援
を実施 [SDF]

18:55 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(食料品)を千歳から花巻まで空輸 [SDF]

・東北新幹線,一関-新青森間で4月8日は
すべて運休。山形新幹線は福島-新庄
間で,秋田新幹線は盛岡-秋田間で終日
運休。東北地方のJR在来線もほぼ全て
運休。7日深夜の余震のため [A]

・岩手県交通,気仙沼-池袋間でバス運行
再開 [W:国交省]

・大畠国交相, 仙台空港の旅客便を4月
13日から一部再開すると発表 [A]

・仙台市とその周辺,秋田県全域,山形県
では, 停電のため信号機が消え交通が
混乱 [A]

・電力需給緊急対策本部の会合。東電と
東北電力管内の今夏の電力需給対策の
骨格を正式決定 [A]
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・細川厚労相, 震災の影響
による内定取り消しが4月
6日時点で173人になった
と発表 [A]

・石巻市,南浜地区など市街地
6地区(約400ヘクタール)に
ついて,被災市街地復興特別
措置法に基づき,「被災市街
地復興推進地域」に指定す
る方針を決定。あわせて, 6
地区の各一部を建築意準法
に基づく建築制限地域に指
定 [K]

・石巻市の離島,網地島で唯一
の介護老人保健施設「網小」
で入浴サービスが再開 [K]

・石巻赤十字病院などが3月末
に石巻・東松島両市と女川
町の学校や公民館など計272
カ所で実施した調査によっ
て, 約4割の避難所でトイレ
の汚物処理が十分できず衛
生状態が悪化していること
が判明したとの報道 [K]

・宮城県循環器・呼吸器病セン
ターと新潟大の医療チーム
が3月12日～25日に県内の
避難所14カ所で実施したエ
コノミークラス症候群検査
の結果,避難者の4人に1人の
割合で静脈血栓が見つかっ
たとの報道 [K]

・宮城県沿岸部の被災地に
向かう幹線道路で渋滞が目
立ってきたとの報道。ガソ
リン供給や道路事情が改善
され自動車を使う被災者が
増加 [K]

・プロ野球の楽天の選手たち,
宮城県内の被災地を訪問し,
支援活動。サイン会や野球
教室に長い列 [K]

Fri.
8

Apr.

4月
8日
(金)
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Sat.
9

Apr.

4月
9日
(土)

00:39 福島県沖を震源とす
る地震, M4.2, 同県白河
市・田村市などで震度3 [A]

03:57 茨城県南部を震源と
する地震, M4.1,同県筑西
市・鉾田市や栃木県真岡
市で震度3 [Y]

18:42 宮城県沖を震源とす
る地震, M5.4,同県大崎市
で震度5弱 [Y]

・警察庁が9日午前10時時
点の被害状況を発表。死
者12,876人, 行方不明者
14,865人。全壊した建物
は計48,588棟 [Y]

・海江田経産相,福島県の佐
藤知事と面会 [A]

・海江田経産相,福島第1原
発を視察 [A]

・江田法相,宮城県気仙沼市
の被災地を視察。流失し
た戸籍データを4月中に再
製すると表明 [A]

・鹿野農水相,福島県飯舘村
村長と面会 [A]

・鹿野農水相,福島県小名浜
港を視察 [A]

・蓮舫消費者担当相,福島市
のJA直売所を訪問 [A]

・民主党の岡田幹事長,宮城
県の村井知事と面会 [A]

・鳩山前首相,福島県南相馬
市の避難所を訪問 [A]

・日本とASEANによる特別
外相会議がインドネシア
のジャカルタで開催。日
本とASEANの連帯を強
調する議長声明を発表 [A]

11:15 原子力安全・保安院, 4月7日
深夜の余震で,東北電力東通原発
1号機の非常用ディーゼル発電機
がすべて動かなくなったことを
受け,電力各社に対し, 2台以上の
非常用ディーゼル発電機を確保
するよう保安規定の変更を指示
したと発表 [A]

・東電,福島第1原発2号機取水口付
近からの汚染水流出について,拡
大防止に向けた作業に入る [メルト

ダウン]

・東電, 4月7日の余震で福島第1原
発1号機原子炉の温度計など計器
の一部が故障したと発表。放射
線量などから「原子炉は安定して
いる」 [メルトダウン]

・東電,福島第1・第2原発の津波被
害の調査結果を公表。想定を大
幅に上回る14～15mの津波で第1
原発1～4号機建屋など主要部分
ほぼ浸水。周辺機器も被災 [メルト

ダウン]

06:30空自:松島基地が沐浴支援活動を開始 [SDF]

06:50 空自:北空派遣隊(山田)が物資配送活動を開
始 [SDF]

06:55 空自:北空派遣隊(山田)が給食支援活動を開
始 [SDF]

08:08 空自:航空救難団UH-60×1機が牡鹿半島東
側で捜索救助活動を開始(第1陣11時54分, 第2陣
16時44分活動終了) [SDF]

08:10 空自:北空派遣隊(山田)が捜索救助, 道路啓
開,巡回診療活動を開始 [SDF]

08:13海自:「せとぎり」搭載ヘリが県立自然の家
へ生活支援物資を搬送 [SDF]

08:26 海自:第2航空群固定翼機が被災地周辺での
捜索救難飛行を実施 [SDF]

08:30陸自:第10後方支援連隊が宮城県山下小学校
にて診療開始 [SDF]

08:35空自:松島基地が捜索救助,民生支援(瓦礫撤
去等)活動を開始 [SDF]

09:00海自:「くらま」の移動衛生班が桂島の被災
者に第1回定期巡回診療を実施 [SDF]

09:00海自:第72航空隊ヘリが被災地周辺での捜索
救難飛行を実施 [SDF]

09:15陸自:第1戦車群が長面浦にて捜索開始 [SDF]

09:20空自:大滝根山分屯基地が給水給食活動を開
始 [SDF]

10:11海自:「くにさき」が渡波漁港地区の被災者
164名に艦内にて入浴・シャワー支援。また, 生
活援助物資を提供 [SDF]

10:11海自:「くにさき」が渡波漁港地区の被災者
17名に診療等の支援を実施 [SDF]

10:11海自:「くにさき」が渡波漁港地区の被災者
74名に第1回入浴支援を実施 [SDF]

10:16 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(パン)を名古屋から松島まで空輸 [SDF]

10:35海自:「はちじょう」が志津川湾歌津地区の
被災者に救援物資を提供 [SDF]

10:35海自:「やえやま」が志津川湾泊浜地区の被
災者に救援物資を搬送 [SDF]

10:45海自:「つきしま」が気仙沼東湾にて水没車
両捜索を実施 [SDF]

11:00 陸自:第5旅団が石巻市での内海橋工事を終
了 [SDF]

12:05海自:第72航空隊ヘリが被災地周辺での捜索
救難飛行を実施 [SDF]

12:08空自:第2輸送航空隊C-1×1機が救援物資(胴
長等)を千歳から松島まで空輸 [SDF]

12:15海自:「くめじま」が追波湾船越地区の被災
者に救援物資を提供 [SDF]

12:30 空自:中部航空音楽隊(浜松)が旧春山小学校
で慰問演奏(聴衆約90名) [SDF]

13:00海自:「くらま」の移動衛生班が桂島の被災
者に第2回定期巡回診療を実施 [SDF]

13:00海自:「とびしま」が田老漁港南側の捜索救
難を実施 [SDF]

13:00海自:「横須賀警備所」が宮城県石巻市中央
市営駐車場にて被災者166名に入浴・シャワー支
援を実施 [SDF]

13:13空自:第3輸送航空隊C-1×1機が救援物資(胴
長等)を福岡から松島まで空輸 [SDF]

13:34海自:「くにさき」が渡波漁港地区の被災者
90名に第2回入浴支援を実施。また,救援物資等
を提供 [SDF]

13:35 海自:「ゆげしま」が宮古湾(日出島)北側の
捜索救難を実施 [SDF]

05:20仙台東部道,仙台東IC-仙台港北IC
間で通行止め解除 [W: NEXCO]

09:00時点 NTT東日本が福島・宮城・岩
手・青森・山形・秋田・茨城・栃木・群
馬・千葉・埼玉・神奈川・新潟・東京・
長野・山梨の各都県で設置した特設公
衆電話は計2,096台 [W: NTT東日本]

09:00時点 NTT東日本が青森・岩手・宮
城・秋田・山形・福島・茨城・栃木・
群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・新
潟・山梨・長野の各都県で設置したイ
ンターネット接続コーナーは計237 [W:

NTT東日本]

10:00時点岩手・宮城・福島の3県で約27
万戸が停電のまま [A]

17:30頃 NTT東日本, 4月7日深夜の余震
に伴う商用電源停電でバッテリーが枯
渇しサービス利用ができなくなってい
たが,全て回復 [W: NTT東日本]

22:00時点宮城・岩手・福島の3県で依然
15万9千戸が停電のまま [A]

・秋田新幹線, 4月7日深夜の余震で運転
を見合わせていたが,再開 [Y]

・未明八戸・能代・秋田の3火力発電所,
すべて運転再開 [A]

・東日本のゆうちょ銀行のATM約1000
台が停止,全取引ができなくなる。7日
深夜の余震による停電後, 復旧作業中
に誤入力のため [A]

・グランドプリンスホテル赤坂に,震災
の避難者138世帯約360人が入居を開
始 [A]

・経産省,被災した商店街を対象に,アー
ケードの補修やがれき撤去に必要な費
用を補助する方針を表明 [K]

・日本建築学会東北支部,「東北地方
太平洋沖地震災害調査速報(13)(14)」
を発表 [建築雑誌; No.1622]

・日本地理学会,「2.5万分の1津波被災
マップ(電子版)」を公開 [地理; 6月号]

・新潟県弁護士会,「福島第一原子力
発電所からの避難者に対して 迅速
かつ適切な仮払いを行うことを求
める会長声明」を発表 [W:新潟県弁護

士会]

・日本栄養士会, 第2回災害対策本部
会議を開催 [W:日本栄養士会]
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・神奈川災害ボランティア
ネットワーク, 4月9日以
降,岩手県陸前高田市や大
船渡市などで,防災科学研
究所や神奈川県と協働し
て,被災者の思い出の品々
の収集・仕分け等の支援
活動を実施 [W:神奈川災害ボ

ランティアネットワーク]

・福島などからの避難の
母親らが企画した街頭パ
レード「ママは原発いりま
せん」,福岡市で開催。毎
週土曜に街頭行進。100
～200人が参加 [A]

・福島県飯舘村の村長,鹿野
農水相にに対し,土壌汚染
された水田へのバイオマ
ス原料の作付けを提案 [A]

・四国電力,伊方原発の保安
規定を改訂 [高知新聞]

・高校野球東北地区理事長
会議, 6月9日から宮城県で
開催予定だった春季東北
地区大会の中止を決定 [A]

・平塚球場で予定されてい
た首都大学野球春季リー
グの試合,雨に放射性物資
が含まれている可能性を
考慮して中止 [NS]

・J1仙台のブラジル人FWマ
ルキ―ニョス選手,電撃退
団。震災・余震の不安な
どから決断 [NS]

・フィギュアスケートの
チャリティー演技会,神戸
で開催。神戸から東日本
大震災の復興への願いを
届けようと企画された [A]

・福山雅治, 被災地支援の
24時間生ラジオ「I m with
U キミと, 24時間ラジオ」
をスタート [NS]

・06年に大ヒットした映画
「フラが―ル」の主演キャ
スト,撮影の中心地であっ
た福島県いわき市に義援
金1000万円を寄付 [NS]

・森昌子,宮城県名取市の小
学校を訪問。「花」,「夕焼
小焼」など12曲を披露 [NS]

・松浦亜弥・矢口真理など,
芸能事務所アップフロン
トエージェンシグループ
所属アーティスト約100
人が横浜市の山下公園で
チャリティー・イベント
を開催 [NS]

・自殺予防の「いのちの電
話」が臨時に設けた被災
者向けフリーダイヤルに,
3月28日からの13日間で
1515件の相談が寄せられ
た [A]

・3月に閉館した「グランドプリンス赤阪」(東京),震災によ
る避難者の受け入れ開始 [A]

・横浜市港南区の商業施設「ウィング上大岡」で,東日本大
震災への義援金を集める「マラソン・コンサート」が開
催 [KS]

・川崎市中原区の苅宿町会館で,地域住民有志主催のチャリ
ティーコンサートが開催。地元在住のミュージシャン太田
美知彦さんの呼び掛け [KS]

・歌手の森高千里・堀内孝雄・KANらタレント98人が参加
した救援イベントが,横浜市中区の山下公園で開催 [KS]

・茨城県内7漁協で組織する県底曳網漁業協議会, 放射性セ
シウムが検出されたコウナゴ漁だけでなく,全ての底引き
網漁の自粛を決定 [I]

・茨城県の袋田の滝の観瀑(ばく)トンネル, 東日本大震災で
閉鎖されていたが約1カ月ぶりに再開 [I]

・茨城県ひたちなか市馬渡の国営ひたち海浜公園,震災以降
閉園していたが,花を楽しめるエリアなどに限り無料で一
部開園 [I]

・茨城県神栖市役所裏手の神之池, 水稲生産の基準値を超
える塩分濃度となっていたため,池の水の入れ替え作業開
始 [I]

・サッカーJ2ザスパ草津とプロ野球BCリーグの群馬ダイヤ
モンドペガサスの選手・スタッフ, JR高崎駅周辺で合同街
頭募金活動を実施 [J]

・福島県たばこ耕作組合, 原発事故に伴う
土壌汚染問題で, 4月9日までに今年の葉
タバコの作付けを県内全域の約900haで
見合わせる方針を決定 [FP]

・県災害対策本部によると,避難者は3月12
日がピークで, 約132540人。その後減少
を続け, 4月9日現在県が把握している県
内外の避難者は約44700人 [FP]

・福島県内の自主避難者約80000人の所在
を市町村が確認できていない。原発事故
に伴い, 親戚や知人宅に避難した県民が
多く実態把握が困難なことが要因 [FP]

・広野町,小野や石川両町など県内5ヵ所の
避難所にいる町民を, いわき市湯本・石
川・東白川などのホテルや旅館へ2次避
難させた [FP]

・双葉町,県内避難者の2次避難先となって
いる猪苗代町のホテルリステル猪苗代内
に「双葉町災害対策本部猪苗代支所」を
開設 [FP]

・会津若松市に全町移転した大熊町, 町民
の安否確認作業に全力。4月5日のコール
センター設置以来,連日約600人ずつ, 9日
までに約8割の所在を確認 [FP]

・避難所から旅館などへの2次避難が進ま
ず, 4月9日までで希望者の約4割。会津
地方へのキャンセルが続出。「転校の問
題」,「生活基盤が既にできた」などが主
な理由 [FP]

・福島県, 自主避難している県民への支援
策としてアパートなどの賃料を補助を4
月9日までに検討。家賃6万円以内の民間
住宅を借り上げ入居希望者を募集 [FP]

・鹿野農水相, 福島県小名浜港を視察。ま
た,飯館村村長と面会。 [A]

・飯舘村, 農地の放射性セシウムをクリー
ン化する「いいたて再生プロジェクト」
を鹿野農水相に提案。プロジェクトは国
または東電による直轄事業 [FP]

・海江田経産相, 福島第1原発を視察。ま
た,福島県の佐藤知事と面会 [A]

・蓮舫消費者担当相,福島市のJA直売所を
訪問 [A]

・鳩山前首相, 福島県南相馬市の避難所を
訪問 [A]

・4月7日深夜の余震によって,
仙台市内の女性(80代)が死
亡していたことが新たに判
明。この余震による県内の
死者は計3名に [K]

・民主党の岡田幹事長,宮城県
の村井知事と面会 [A]

・江田法相,宮城県気仙沼市の
被災地を視察。流失した戸
籍データを4月中に再製する
と表明 [A]

・石巻市教育委員会,全校児童
108人中74人が死亡・行方不
明となった大川小学校の被
災状況について関係者の聞
き取り調査を行い結果を公
表する方針を表明 [K]

・「アラスカ物語」の主人公と
して知られる石巻市出身の
フランク安田がアラスカに
開拓したビーバー村から,同
市に支援物資が届く [K]

・南三陸町,同町総合体育館い
て,身元不明の遺体39体の供
養会を開催 [K]

・被災した名取市の国重要文
化財「洞口家住宅」で観桜茶
会が開催。被災状況を見て
もらい復興支援につなげる
狙い [K]

・高校野球東北地区理事長会
議, 6月9日から宮城県で開催
予定だった春季東北地区大
会の中止を決定 [A]

・4月7日深夜の余震で, 断水
が沿岸に加え一関市や奥州
市など県南部で1万戸以上
残り, 4月9日夕方時点で計約
4300戸。県南の停電は19時
過ぎには解消 [IN]

・岩手県, 避難所生活を送る
被災者の4度目の内陸移動を
実施。宮古・大船渡・陸前高
田の3市から計66人が花巻市
や北上市のホテルなどに移
動 [W:岩手日報]

・陸前高田市の市立第一中学
校内の仮設住宅で,被災者が
入居を開始 [A]

・宮古市の重茂漁協の組合員
全員協議会で,漁船や養殖施
設の共同利用案が提案され
る。新たに購入する船はす
べて漁協が所有する案 [A]

・大槌町の仮庁舎, 同町上町
の大槌小校庭に完成 [W:岩手

日報]

・大槌町,身元不明や引き取り
手のない遺体について,土葬
の方針を火葬へと変更する
ことを明らかに [K]

・岩手県医師会,長期にわたり
被災地で医療活動に当たる
災害救援チーム「JMAT(ジ
ェーマット)岩手」を結成す
ることを決定 [W:岩手日報]

Sat.
9

Apr.

4月
9日
(土)
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Sat.
9

Apr.

4月
9日
(土)

15:00 空自中部航空音楽隊(浜松)が三春町体育館
で慰問演奏開始(聴衆約110名) [SDF]

15:17 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(パン)を名古屋から松島まで空輸 [SDF]

16:08海自:「くらま」搭載ヘリが野々島の被災者
に救援物資(水)を搬送 [SDF]

17:29海自:「くらま」搭載ヘリが桂島の被災者に
救援物資(水)を搬送 [SDF]

18:00 海自:第2航空群が八戸地区の被災者に受け
入れ支援, 入浴支援, メンタルヘルスケアを実
施 [SDF]

18:57 海自:第25航空隊ヘリ×1機が余震の状況を
偵察 [SDF]

19:00 陸自:大和駐屯地に前進中の陸自第6飛行隊
(神町)OH-6×1機が離陸 [SDF]

19:02陸自:東北方面航空隊(霞目)UH-1映像伝達機
×1機が離陸 [SDF]

19:07 陸自:大和駐屯地に前進中の陸自第6飛行隊
(神町)UH-1×1機が離陸 [SDF]

19:10海自:「くらま」搭載ヘリ×1機が余震の状況
を偵察 [SDF]

19:23 空自:航空救難団UH-60×1機が被害情報収
集のため松島を離陸(20時28分松島着陸) [SDF]

19:25海自:第4航群固定翼機×1機が余震の状況を
偵察 [SDF]

19:45海自:「はるさめ」搭載ヘリ×1機が余震の状
況を偵察 [SDF]

・CBIRFと自衛隊が原発事故の対応を想定した共
同訓練を米軍横田基地にて実施 [A]
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9

Apr.

4月
9日
(土)
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全般 国/政治経済 原発/東電 自衛隊 米軍/米国 基礎的インフラ 生活/生産の基盤 学界/専門家組織

Sun.
10

Apr.

4月
10日
(日)

・気象庁が東日本大震災
の余震回数を公表。3月
20日から4月9日までに計
測された「震度1」以上
の余震は計1232回。3月
11日から19日にかけては,
回数がきわめて多いこと
などから「未処理のため
不明」 [Y]

・統一地方選前半戦の投票
が各地で始まる [A]

・菅首相, 自衛隊のU4多用
途支援機で東松原市の航
空自衛隊松原基地に到着。
宮城県石巻市を視察 [A]

・宮城県石巻市を視察中の
菅首相が地元FM局の番組
に出演,「決して石巻のみ
なさんを孤立させること
はない」 [A]

・菅首相,仙台市の陸上自衛
隊仙台駐屯地を訪問し激
励 [A]

・溝畑観光庁長官,北京で中
国国家観光局長らに震災
からの復旧状況や原発事
故を説明 [A]

・政府・民主党, 夜の幹部
会合で2011年度第1次補
正予算案の骨格を確認。
4月11日から野党と協議
していく方針で一致 [K]

・10日投開票の第17回統一
地方選の前半戦で, 民主
党は,自民党と直接対決と
なった北海道と三重県の
知事選で敗北。41都道府
県議選でも野党だった前
回の335議席を確保する
にとどまる [A]

11:10頃 福島第1原発2号機付近で
作業員が体調不良を訴え作業が
一時中断。病院に運ばれたが被
曝はなし [A]

・東電,集中環境施設からの汚染水
海洋放出をほぼ終了 [メルトダウン]

・福島第1原発で, 2号機にたまった
高濃度の放射能汚染水の回収に
向けた作業に着手 [A]

・政府,避難指示の出ている福島第
1原発から半径20キロ圏内を警戒
区域とする方針を固める [メルトダ

ウン]

06:00 陸自:第5後方支援連隊が石巻地区にて輸送
支援活動を開始 [SDF]

06:28空自:松島基地が沐浴支援,給水支援,炊出し,
民生支援活動等を開始 [SDF]

06:39 空自:北空派遣隊(山田)が燃料輸送, 炊出し,
物資輸送,巡回医療等の活動を開始 [SDF]

06:40陸自:第10音楽隊が名取市イオンモールでの
慰問演奏に出発 [SDF]

06:40 陸自:第3旅団が新地町内及び相馬市にて輸
送支援活動を開始 [SDF]

06:59海自:第25航空隊ヘリが被災地周辺での捜索
救難飛行を実施 [SDF]

07:19原子:力CH-47(サーモグラフィ・放射線測定
機搭載)×1機による福島第1原発上空モニタリン
グ開始(07時43分終了) [SDF]

07:55海自:第73航空隊ヘリが被災地周辺での捜索
救難飛行を実施 [SDF]

08:00海自:岩手県・宮城県・福島県において集中
捜索を米軍等と共同で開始 [SDF]

08:00空自:岩手県・宮城県・福島県において集中
捜索を米軍等と共同で開始 [SDF]

08:00陸自:岩手県・宮城県・福島県において集中
捜索を米軍等と共同で開始 [SDF]

08:05 陸自:第1特科群が釜石地区で捜索活動を開
始 [SDF]

08:06 陸自:第1特科群が気仙沼市で瓦礫撤去活動
を開始 [SDF]

08:07陸自:第13旅団が埒木沢・谷地小屋・中島に
て捜索活動を開始 [SDF]

08:27原子力:偵察航空隊RF-4E×1機が福島第1原
発の航空偵察のため百里を離陸(09時00分百里着
陸) [SDF]

08:28空自:大滝根山分屯基地が給食支援活動を開
始 [SDF]

08:30陸自:第13旅団が原釜潮干狩場にて給水支援
を開始 [SDF]

08:54 海自:第4航空群固定翼機が被災地周辺での
捜索救難飛行を実施 [SDF]

10:11 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(パン)を名古屋から松島まで空輸 [SDF]

10:23海自:「ゆら」が函館から大湊へ陸自トラッ
ク2台,軽油ドラム缶96本,ベアリンググリス36L
を輸送 [SDF]

10:30 空自:中部航空音楽隊(浜松)がビッグパレッ
トふくしまで慰問演奏(聴衆約200名) [SDF]

10:52 海自:第4航空群固定翼機が漂流船舶を視認
(3925N14339E),海上保安庁に通報 [SDF]

12:20陸自:北部方面隊ヘリ隊が久慈～宮古～平田
～大船渡,山田～釜石～平田～陸前高田の各方面
の集中捜索を開始 [SDF]

12:26陸自:中部方面隊ヘリ隊が石巻～追波湾の集
中捜索を開始 [SDF]

12:26 陸自:東部方面隊ヘリ隊が石巻～女川, 石巻
～牡鹿半島,松島～石巻～黒崎の各方面の集中捜
索を開始 [SDF]

12:27 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(パン)を名古屋から松島まで空輸 [SDF]

12:31 海自:第4航空群固定翼機が漂流漁船を視認
(3913N14218E),海上保安庁に通報 [SDF]

13:43陸自:東北方面ヘリ隊が鷹来の森～松島の集
中捜索を開始 [SDF]

15:00空自:中部航空音楽隊(浜松)が田村市役所(福
島県)大越行政局で慰問演奏(聴衆約450名) [SDF]

15:11海自:「くらま」搭載ヘリが桂島の被災者に
救援物資(水)を搬送 [SDF]

06:00東北道,平泉前沢IC-水沢IC間で通
行止め解除 [W: NEXCO]

06:00時点 高速道路の通行止めのは, 原
発避難区域の常磐道いわき四倉IC-常
磐富岡IC間のみ [W: NEXCO]

09:00時点 NTT東日本が福島・宮城・岩
手・青森・山形・秋田・茨城・栃木・群
馬・千葉・埼玉・神奈川・新潟・東京・
長野・山梨の各都県で設置した特設公
衆電話は計2,103台 [W: NTT東日本]

09:00時点 NTT東日本が青森・岩手・宮
城・秋田・山形・福島・茨城・栃木・
群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・新
潟・山梨・長野の各都県で設置したイ
ンターネット接続コーナーは計240 [W:

NTT東日本]

09:00 昭和シェル石油, 塩釜油槽所から
出荷再開 [W:昭和シェル石油]

・夕方時点停電は青森0戸,岩手2万9438
戸,宮城9万3115戸,福島3万5839戸,茨
城0戸, 千葉0戸。断水は青森県550戸,
岩手約5万戸,宮城約14万戸,福島6540
戸, 茨城約9000戸, 千葉525戸。都市
ガスの供給停止は青森0戸, 岩手1557
戸,宮城13万2183戸,福島3535戸,茨城
0戸,千葉0戸 [A]

・原発規制区を除き,道路の応急復旧(迂
回路利用を含め, 全42区間)が完了 [W:

東北地方整備局]

・日本建築学会東海支部,千葉県浦安
市・舞浜駅・新浦安駅・鉄鋼団地周辺
で液状化・地盤に関する被害状況を
調査。4月11日まで [建築雑誌; No.1622]

・日本弁護士連合会とNPO法人全国
女性シェルターネットが主催とな
り, 被災女性のための東日本大震災
電話法律相談を開始 [W: 日本弁護士連

合会]
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・素人の乱による高円寺の
反原発デモ「4.10高円寺原
発やめろデモ」に1万5千
人(主催者発表)集まる [W:

主催団体]

・浜岡原発すぐ止めて! 4・
10東京―市民集会&デモ
が開催 [W:原子力資料情報室]

・核燃料廃棄物搬入阻止実
行委員会,「反核燃の日全
国市民集会」を開催 [W:核

燃料廃棄物搬入阻止実行委員会]

・菅政権,茨城県産の原乳に
ついて,原子力災害対策特
別措置法に基づく出荷停
止を解除 [A]

・厚労省,福島県飯舘村産の
原木シイタケから基準の
26倍にあたる1kgあたり1
万3000ベクレルの放射性
セシウムを検出したと発
表。伊達市・新地町のシ
イタケも基準上回る [A]

・青森県県議選,青森市区で
「反原発」掲げる奈良岡候
補(社民)が落選 [A]

・山口県議選, 柳井市区で
「反原発」掲げる小中候補
(無所属)と河北候補(民主)
が落選 [A]

・長崎県議選,松浦市区で原
子力防災計画の見直しを
訴えた友田候補(無所属)
が当選 [A]

・統一地方選鹿児島県議選
薩摩川内市区で,九州電力
川内原発三号機の増設中
止を訴えた社民推薦の無
所属新人・遠嶋春日児候
補が自民現職三人の議席
独占を阻み初当選 [A]

・鹿児島県議選,串木野市区
で「反原発」掲げる松下
候補(共産)が落選 [A]

・統一地方選前半戦の投票
が各地で始まる。岩手県
知事選,岩手・宮城・福島
の県議選,仙台市議選は延
期 [A]

・日本サッカー協会と福島・
宮城・山形・岩手・秋田・
青森の各県サッカー協会
は, 4月10日までに震災被
害のあったチームやリー
グの救済策を決定 [A]

・J1山形のブラジル人DF
ウ ー ゴ 選 手 が 退 団 決
定 [NS]

・佐賀市文化会館では, 4歳
～92歳のハーモニカ愛好
家1466人が「ふるさと」の
合奏でギネス世界記録に
挑戦。昨年5月に曲目を決
めた主催者は「被災者の
ことを思うと,この選曲で
よかった」 [A]

・歌手の和田アキ子,誕生会
の代わりに「アッコファ
ミリー」らと東京・赤坂サ
カスで募金活動 [NS]

・テノール歌手プラシド・ド
ミンゴ,東京・NHKホール
でコンサートを行い,被災
者のために日本語で「故
郷」唄う [NS]

・岩手県食肉事業協同組合
連合会など,宮古市の避難
所で被災者に焼肉を振る
舞う。新日本プロレスの
中西学らも参加 [NS]

・平成筑豊鉄道が田川線・
伊田線・糸田線で「100円
列車」を運行。当日売上
げ金額を震災被災地への
義捐金に [震災と鉄道全記録]

・ブリヂストン,東北6県を
除き通常の広告活動を再
開 [宣伝会議; No.815]

・東京都知事選で四選を果たした現職の石原慎太郎,復興を
担う首都の力を強調して「まさに国難だが,スクラムを組
んで押し返そう」 [T]

・埼玉県宮代町のボランティア団体「アジアの子どもたちに
美味しいものをごちそうする会」,宮代町保健センターの
駐車場で,チャリティーライブを開催 [A]

・千葉県議選の浦安市選挙区, 市と市選管委員会が震災の
影響で投開票所の安全確認が困難として,投票事務を拒否
したまま選挙終了。4月12日の県選管の選挙会後に再選挙
へ [A]

‐千葉県九十九里町, 4月10日までに, 4月7日時点の町内の震
災被害状況を取りまとめ。家屋の半壊以上の被害が計64
棟。農産物被害額は計約1700万円。漁業関係では漁船な
ど51隻に被害 [CN]

・茨城県神栖市,東日本大震災で住宅が被災した市民を対象
に仮設住宅の入居者募集を開始 [I]

・液状化現象の被害の大きい茨城県潮来市日の出地区で,地
元住民やボランティアら約1200人が側溝の土砂を撤去し
て土のう袋を作る作業を実施 [I]

・茨城県産の原乳,国による出荷制限が解除 [I]

・JAグループ茨城,農畜産物の即売会「がんばろう!日本。が
んばっぺ!茨城」を東京都内で開催。農畜産物の安全性を
PR [I]

・群馬県伊勢崎市を拠点とする合唱団「コール・ルーエ」,
被災者らの生活する東吾妻町原町のホテル「コニファーい
わびつ」でコンサートを開催 [J]

・政府,福島第1原発20キロ圏内の立ち入り
を強制的に制限できる警戒区域を設定す
る方針を固めた [FP]

・菅野村長,飯舘村を「計画的避難区域」に
指定する政府方針を拒否。福山官房副長
官と約3時間の激論 [FP]

・飯舘村,村内での授業を中止し,川俣町内
の幼稚園・中学校・高校に場所を借りて
授業を開始 [A]

・福島県と厚労省, 伊達市・新地町・飯舘
村の露地シイタケ生産農家に対し出荷自
粛を要請 [FP]

‐福島県内の物流やライフライン, 震災か
ら1ヶ月を経て沿岸部を除くほぼすべて
の地域で復旧 [FP]

‐震災の影響で断水している磐城・小名浜
両工業用水道と, 補修しながら暫定給水
している相馬工業用水道は, 今月中に全
面復旧の見通し [FP]

・いわき市で通行止めが続いていた国道6
号の四倉-久之浜間,開通 [FP]

・富岡町や川内村の住民ら約2000人が避難
している郡山市のビッグパレットふくし
まで, 4月10日までに60人以上がノロウィ
ルスの疑いなどで治療を受けたことが判
明 [FP]

・4月10日時点での宮城県内
の避難者数は約5万3000人。
県外への2次避難者は6道県
計548人。最多は新潟県の
239人 [K]

・4月10日時点での宮城県内の
死者は7929人,行方不明者は
6460人 [K]

・4月10日時点での宮城県内
の被害額は2兆2382億円(県
推計)。農林水産業関連は
9148億円, 産業関連は7320
億円 [K]

・宮城県,震災復興方針(素案)
を固め,住宅や公共施設の高
所移転を誘導すること,漁港
の集約再編,集積拠点の再構
築などを盛り込む [K]

・菅首相, 自衛隊のU4多用途
支援機で東松原市の航空自
衛隊松原基地に到着 [A]

・宮城県石巻市を視察中の菅
首相, 地元FM局の番組に出
演。「決して石巻のみなさん
を孤立させることはない」
[A]

・気仙沼市内では,小中学校の
新学期に向け,学校に避難し
ていた被災者の移動がはじ
まる [K]

・石巻市大川小学校で,市教育
委員会が不明児童の捜索を
独自に開始。保護者側から
の声をうけて [K]

・自衛隊・警察・消防など,宮
城・岩手・福島3県の沿岸を
集中捜索 [IN]

・岩手県災害対策本部のまと
めによると, 4月10日夕時点
で,林業の被害が林産施設を
中心に計109億300万円 [IN]

・4月10日時点での岩手県内の
死者は3811人,行方不明者は
4721人。 [K]

・大船渡市,津波浸水区域での
新たな建築を当面見合わせ
るよう市民に要請すること
を表明。ただ,法に基づく建
築制限ではなく強制力はな
い [W:岩手日報]

・一関市災害対策本部, 4月7日
深夜の余震によって同市赤
荻で地割れや地滑りが発生
し家屋被害が多発している
ことをうけ,県に建築物応急
危険度判定調査への支援を
要請 [W:岩手日報]

・岩手県警災害警備本部に
よると, 3月11日から4月10
日までの宮古・大船渡・釜石
署管内の刑法犯認知件数は
52件(前年同期9件減)。内訳
は「窃盗」46件,「粗暴」2件,
「その他」4件。震災に起因
するものは9件 [W:岩手日報]

・アメリカ:ニューヨークの俳
優養成学校で, 被災地を思
い,「希望」をテーマに歌や
詩を朗読する集会が開催 [A]

・中国:北京で, 日本の観光庁
長官溝畑宏,「中国人観光客
の方々の笑顔で日本国民が
自信を取り戻せるよう励ま
しを下さい」とアピール [RJ]

‐中国:広東省, 日本のR&D機
関や自動車コア部品, 電子・
電器などの産業の広東省へ
の移転を支持・奨励。移転
企業に向けた政策などの情
報提供と技術指導を実施し
するほか,企業の用地選定な
どをサポート [RJ]

Sun.
10

Apr.

4月
10日
(日)
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Sun.
10

Apr.

4月
10日
(日)

16:08海自:「くらま」搭載ヘリが寒風沢島の被災
者に救援物資(水)を搬送 [SDF]

17:00海自:横須賀警備隊が宮城県石巻市中央市営
駐車場にて被災者281名に入浴・シャワー支援を
実施 [SDF]

17:40海自:「くらま」搭載ヘリが野々島の被災者
に救援物資(水)を搬送 [SDF]

18:00 海自:第2航空群が八戸地区の被災者に受け
入れ支援, 入浴支援, メンタルヘルスケアを実
施 [SDF]
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(日)
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全般 国/政治経済 原発/東電 自衛隊 米軍/米国 基礎的インフラ 生活/生産の基盤 学界/専門家組織

Mon.
11

Apr.

4月
11日
(月)

17:16 福島県浜通りを震源
とする震度, M7.0,同県い
わき市や茨城県鉾田市な
どで震度6弱, 東京23区で
震度4 [A]

・震災から1か月。宮城県災
害対策本部会議の冒頭に
村井知事ら100人が黙と
う [Y]

・消防庁の発表によると,
死者12875人, 行方不明者
12555人, 負傷者5022人。
建物は全壊43919棟, 半壊
11287棟,一部破損173999
棟。確認されている避難
者数合計190445人 [W: 消

防庁]

・文科省地震調査研究推進
本部, 4月11日までにM6.0
以上の余震が60回以上発
生,余震域は南北約500km
にわたっており,今後も引
き続き規模の大きな余震
が発生する恐れがあり,強
い揺れや高い津波に見舞
われる可能性があると発
表 [W:文科省]

・文科省地震調査研究推進
本部, 本震の発生に伴っ
て牡鹿観測点(宮城県)で
東南東方向に約5.3mの水
平移動, 約1.2mの沈降が
観測され, また地震発生
後, 余効変動と考えられ
る東向きの地殻変動が観
測されており, 4月5日時
点で山田観測点(岩手県)
で約41cm, 銚子観測点(千
葉県)で約27cmなどの地
殻変動が観測されたと発
表 [W:文科省]

・文科省地震調査研究推
進本部, 3月中に日本お
よびその周辺域で発生
したM4.0以上の地震は
1600回以上(2月は108回),
M5.0以上の地震は422回
(2月は21回), M6.0以上の
地震の発生は77回だった
と発表 [W:文科省]

‐4月11日夕に最大震度6弱
を観測した余震を起こし
た断層が,いわき市の地表
に現れているのを東北学
院大・山形大・東京大など
の研究チームが発見 [A]

・第15回緊急災害対策本部
会議 [W:官邸]

・第一次補正予算案の全
容が判明。総額4兆円規
模。被災者への支援金
の国庫補助分が500億円,
住宅金融支援機構が被災
者に融資する際の利子引
き下げに600億円, 被災者
の雇用・就職支援に510億
円,医療費窓口負担軽減に
1140億円 [A]

・菅内閣,福島第1原発事故
の補償問題にあたる「経
済被害対応本部」の新設
を決定。原子力経済被害
担当相を新設し,海江田経
済産業相を兼務させ対応
本部の本部長とする [A]

・菅内閣,有識者らで東日本
大震災からの復興像を描
く「東日本大震災復興構
想会議」の新設を持ち回
り閣議で決定 [A]

・笹森内閣特別顧問, 菅首
相の特使として11日に訪
中。胡錦濤国家主席あて
の首相の親書を手渡す [A]

・細川厚労相が, 日本経団
連,全国中小企業団体中央
会を訪問。被災者の積極
的採用,震災で休業した企
業の雇用維持について要
望書を提出 [A]

・10日の統一地方選前半
戦での民主党敗北をうけ
て,自民党が強硬路線に転
換 [A]

・日銀, 地域経済報告を発
表。東北は「被害は甚大」,
関東甲信越地方は「厳し
い状況」。全国7地域の景
気判断を引き下げ [A]

・IMFが世界経済見通し
(WEO)を発表。日本の
2011年の成長率は1月時
点の予測より0.2ポイント
低い1.4%に下方修正 [A]

・日本政府,震災から一か月
に合わせ,海外からの支援
に謝意を表明する菅首相
のメッセージを各国の有
力紙に広告の形で掲載 [A]

13:15 東電の清水社長。福島県庁
を訪問するも佐藤知事には会え
ず。「震災,津波に加え,放射線放
出の事態が加わったことで大変
ご苦労をかけている」と県民に謝
罪 [A]

16:09枝野官房長官, 「計画的避難
区域」「緊急時避難準備区域」の
設定を発表 [A]

17:16頃 17時16分に発生した余震
の影響で, 福島第1原発1・2号機
の外部電源が途絶え, 1～3号機の
仮設ポンプが停止。原子炉への
注水作業が中断。東京電力が発
表 [A]

17:56 福島第1原発で, 17時16分の
地震で一時途絶えていた1～3号
機の外部電源が復旧 [A]

18:05 福島第1原発1～3号機で, 中
断していた原子炉への注水作業
が再開 [A]

・放射線医学総合研究所,福島第1原
発復旧作業中に高レベルの放射
線を浴びた作業員三人について,
健康状態に問題はみられなかっ
たと発表 [A]

・原子力安全委員会, 福島第1原発
事故発生当初からの数時間で, 1
時間当たり最大1万テラベクレル
の放射性物質が放出されたとの
見解。数万テラベクレルはINES
のレベル7にあたる [メルトダウン]

・午前枝野官房長官,福島第1原発
から半径20～30キロ圏内と30キ
ロ圏外の一部を対象にする新た
な「計画避難地域」の対応につい
て記者会見で言及 [A]

・伴野外務副大臣, 福島第1原発の
重要情報を公表する場合に近隣
諸国に対し日本政府の発表に留
意するよう事前通知する考えを
明らかに [メルトダウン]

・文科省,原子力損害賠償法に基づ
き原子力損害賠償紛争審査会を
設置。法的な損害賠償の「判定指
針」を作成 [A]

04:30陸自:第13旅団が新地町役場にて給食支援を
開始 [SDF]

05:30 陸自:第4師団が気仙沼市から南三陸町一帯
で捜索。また, 給水・給食支援, 道路啓開作業を
開始 [SDF]

06:00陸自:第13旅団が相馬市役所にて給食支援を
開始 [SDF]

06:00 陸自:第5施設団が新地町にて瓦礫除去作業
を開始。相馬市にて捜索を開始 [SDF]

06:15 陸自:第14普通科連隊が山元町にて活動開
始 [SDF]

06:25空自:松島基地が沐浴支援活動を開始 [SDF]

06:30陸自:第10施設大隊が名取市・岩沼市・亘理
町・山元町にて活動開始 [SDF]

06:58 空自:北空派遣隊(山田)が炊出し活動を開
始 [SDF]

07:00空自:松島基地が給水支援活動を開始 [SDF]

07:07 空自:松島基地が物流管理支援活動を開
始 [SDF]

07:27海自:「せとぎり」搭載ヘリが平成の森キャ
ンプ場へ食糧輸送を実施 [SDF]

07:30陸自:13旅団が給食支援を開始 [SDF]

07:37空自:松島基地が捜索救助活動を開始 [SDF]

07:59海自:「せとぎり」が平成の森キャンプ場に
て被災者等の巡回診察を実施 [SDF]

08:00 空自:松島基地が民生支援(校庭泥撤去)活動
を開始 [SDF]

08:00 陸自:13旅団が輸送支援(物資・備品)を開
始 [SDF]

08:01 空自:北空派遣隊(山田)が巡回診療活動を開
始 [SDF]

08:03 空自:北空派遣隊(山田)が物資輸送活動を開
始 [SDF]

08:05海自:「ぶんご」が小友小学校の清掃支援を
実施 [SDF]

08:05空自:北空派遣隊(山田)が道路啓開,捜索救助
活動を開始 [SDF]

08:05 陸自:13旅団が埒木崎, 谷地小屋, 中島, 小川
にて捜索を開始 [SDF]

08:06 陸自:第2地対艦ミサイル連隊が女川町石浜
地区にて捜索を開始 [SDF]

08:08陸自:6特連が野蒜,牛網,南赤崎,南余景一帯
にて捜索を開始 [SDF]

08:08 陸自:第3地対艦ミサイル連隊が女川町石浜
地区にて捜索を開始 [SDF]

08:11海自:「くらま」搭載ヘリが寒風沢島の被災
者に救援物資(水)を輸送 [SDF]

08:11 陸自:第1特科団が気仙沼にて瓦礫除去作業
を開始 [SDF]

08:16 空自:北空派遣隊(山田)が給水支援活動を開
始 [SDF]

08:21海自:「くらま」搭載ヘリが柱島の被災者に
救援物資(水)を輸送 [SDF]

08:30 陸自:第1地対艦ミサイル連隊が捜索を開
始 [SDF]

08:33原子力:偵察航空隊RF-4E×1機が福島第1原
発の航空偵察のため百里を離陸(08時57分百里着
陸) [SDF]

08:35 海自:第4航空群固定翼機が被災地周辺での
捜索救難飛行を実施 [SDF]

08:42 空自:北空派遣隊(山田)が燃料輸送活動を開
始 [SDF]

08:51海自:「くらま」搭載ヘリが柱島の被災者に
救援物資(水)を輸送 [SDF]

・トモダチ作戦
に参加した米
海軍のドック型
揚陸艦ハーパー
ズ・フェリーと
ジャーマンタウ
ンの2隻が佐世
保港に入港 [A]

・北沢防衛相, ト
モダチ作戦の指
揮を執るウォル
シュ米太平洋艦
隊司令官と防衛
省で会談し謝意
を表明 [A]

・米戦略国際問題
研究所, 東日本
大震災の復興に
向けた日米協力
の在り方を探る
特別調査委員会
「復興と未来の
ための日米パー
トナーシップ」
立ち上げを発
表 [A]

05:51 JR常磐線, 高萩―いわき間が復
旧 [A]

17:00時点 停電は岩手2万9438戸, 宮城9
万2704戸,福島3万5454戸,茨城・千葉
0戸。断水は岩手1万1978戸, 宮城約14
万戸, 福島5040戸, 茨城約9千戸, 千葉
266戸。都市ガスの供給停止は岩手
957戸, 宮城11万1516戸, 福島2761戸,
茨城・千葉0戸 [A]

20:00東北道(白河IC-白石IC),磐越道(猪
苗代磐梯高原IC-いわきJCT), 常磐道
(いわき勿来IC-いわき四倉IC)で緊急
点検のため通行止め。17時16分頃の
地震を受けて [W: NEXCO]

20:00常磐道(いわき勿来IC-いわき湯本
IC)で,下り線切土法面の崩落が上り線
まで到達 [W: NEXCO]

20:30東北道(白河IC-白石IC),磐越道(小
野IC-猪苗代磐梯高原IC)で通行止め解
除 [W: NEXCO]

22:00磐越道,いわき三和IC-小野ICの通
行止め解除 [W: NEXCO]

・JR東日本, 東北新幹線を5月初めまで
に全線復旧させると発表。4月7日深夜
の余震で4月下旬までの復旧は延期 [A]

・山形新幹線, 4月7日深夜の余震で運転
を見合わせていたが,再開 [Y]

・福島交通,東北新幹線(那須塩原-福島)
運行再開を受けて,郡山-那須塩原間の
バス運行を終了 [W:国交省]

・釜石ガス,釜石市の一部(6,324戸)が全
戸復旧完了 [W:日本ガス協会]

・JX日鉱日石エネルギー, GSの在庫切
れによる休業が解消。しかし依然, 仙
台製油所は生産・出荷停止, 鹿島製油
所は生産停止の状態 [W: JX日鉱日石エネ

ルギー]

・4月11日時点で, トヨタ自動車系車体
メーカー(車両, 岩手・宮城), キリン
ビール仙台工場(ビール,宮城),信越化
学工業グループ会社(半導体素材, 福
島), ルネサスエレクトロニクス(半導
体, 茨城), コスモ石油千葉製油所(ガ
ソリン,千葉),東芝グループ会社(半導
体,岩手),新日本製鉄釜石製鉄所(タイ
ヤ用鋼線,岩手),ソニー子会社(光学部
品,宮城),日産自動車いわき工場(エン
ジン,福島)が操業停止中。日立製作所
(発電タービン, 茨城), 村田製作所グ
ループ会社(家電部品, 宮城), 住友金
属工業鹿島製鉄所(船舶用鋼板, 茨城)
は操業再開/一部再開。ホンダ埼玉製
作所(車両, 埼玉)は一部を他工場に移
管 [A]

‐日産自動車, 神奈川県内の2工場を再
開 [A]

・三井金属,スマートフォンの回路基板
などに使われる電解銅箔を生産する上
尾工場(埼玉県上尾市)の操業を再開し
たと発表 [S]

・日本たばこ産業, 3月30日から停止し
ていたタバコの出荷を7銘柄について
再開 [A]

・みずほ銀行,節電のため,東京電力管内
のATM652台を4月26日から終日停止
すると発表 [A]

・日本経団連の米倉会長,震災復興に民
間資金を呼び込むため, 東北地方で法
人税や固定資産税を時限的に無税にす
る「復興特区」の設置を提案 [A]

・中小企業庁,被災地の中小零細企業に
貸し出す仮設の店舗・工場の整備を発
表 [A]

・金融庁,被災地の金融機関に公的資金
を入れた場合に返還期限を延長する検
討を開始 [A]

・厚労省,被災地における労働災害防止
対策について通知。防塵マスクの不足
に対処するため, 米国規格のマスクの
使用を暫定的に容認 [W:内閣府]

・農水省,農業災害補償制度における対
応についての省令を制定 [W:内閣府]

・経産省,災害により特許出願等におけ
るオンライン手続きが不可能な場合
の緊急避難手続について, 事務連絡。
CD-R等の記録媒体による提出等が可
能に [W:内閣府]

・国交省,船員手帳,雇入契約及び船員の
未払い賃金の立替払い等の申請手続き
について通知。船員手帳の再交付や雇
入契約の確認等の取扱いを弾力化。ま
た船員の未払い賃金の立替払いの申請
書類について負担軽減,迅速に処理 [W:

内閣府]

・国交省,災害査定の簡素化について事
務連絡。設計図書の簡素化や総合単価
使用限度額の拡大等によって業務量負
担を軽減 [W:内閣府]

・法務省,技能実習の資格で入国し震災
後帰国した外国人について, 上陸特別
許可を出すことを決定 [A]

・土木学会, 東日本大震災被害調査
団(地震工学委員会)緊急地震被害調
査報告会を開催。報告書(暫定版)を
ホームページに掲載 [W:土木学会]

・地盤工学会,東北地方太平洋沖地震
災害調査報告会(第1回)を開催 [W:地

盤工学会]

・日本建築士事務所協会連合会の東
日本大震災対策本部役員, 岩手県建
築士事務所協会を訪問。また4月12
日には宮城県建築士事務所協会・福
島県建築士事務所協会を訪問 [W: 日

本建築士事務所協会連合会]

・日本司法支援センター・福島県弁護
士会・日本弁護士連合会が主催で,
ビッグパレット福島にて東日本大震
災福島県現地法律相談(面談・無料)
を開始。6月30日まで [W: 日本弁護士

連合会]

・日本行政書士会連合会,東京都行政
書士会と共同で「行政書士会災害相
談センター」を開設。被災に係る今
後の暮らしや事業の悩みに関する相
談に対応 [W:日本行政書士会連合会]

・日本薬剤師会の児玉会長,民主党・被
災者健康対策チーム会合に出席 [W:

日本薬剤師会]

・科学技術と経済の会・技術経営会
議,「震災からの復興を目指して(提
言)」を発表 [W:科学技術と経済の会]

・日本学術会議,第11・12回東日本大
震災対策委員会を開催 [W: 日本学術

会議]

・国立国会図書館,被災者や被災地で
復興支援を手掛ける機関・団体に対
し, 図書館資料のコピー無料サービ
スの提供を開始 [A]

Disaster, Infrastructure and Society : Learning from the 2011 Earthquake in Japan No.1 2011

176 (164)



市民社会 原発事故の影響 文化/風俗/メディア 東京圏/計画停電 福島県 宮城県 岩手県 海外動向

・全国大学生活協同組合連
合会, 被災学生の健康相
談に応じる電話窓口を設
置 [A]

・あしなが育英会,仙台市に
東北事務所を設立 [A]

・震災ユニオン結成大会。
東京都渋谷区のユニオン
運動センターにて [W:震災

ユニオン]

・連合の古賀会長, 「連合
680万人の心をつないで
更なる被災地支援を」と
の呼びかけるメッセージ
を発信 [W:連合]

・福島県飯舘村と川俣町に
対し,避難指示地域の拡大
を前提に期間を設け計画
的に避難するように政府
から要請 [メルトダウン]

・枝野官房長官,福島第1原
発半径20キロ圏外で累積
放射線量が20ミリシーベ
ルト/年に達する恐れのあ
る福島県5市町村(浪江町・
葛尾村・飯舘村全域と南
相馬市・川俣町の一部)を
計画的避難区域に指定す
ると発表。1ヵ月以内に住
民避難を要請 [メルトダウン]

・放射線医学総合研究所,被
曝医療や放射性物質が体
に付着した場合の除染方
法などを解説する相談電
話を開設 [K]

・柏崎刈羽原発(新潟県)で,
津波に備えた初の緊急訓
練。すべての電源と原子
炉冷却機能を喪失した福
島第1原発と同様の被害を
想定し,電源車による電力
供給や消防車による原子
炉への注水を組み込む [A]

・九州電力,計画中の川内原
子力発電所三号機増設に
ついて,当面手続きを見合
わせる考えを表明 [A]

・プロ野球チャリティー
マッチ12試合の収益金が
約7千万円。募金活動での
義援金と合わせた計約1億
4百万円を被災地に送る。
日本野球機構が発表 [A]

・歌舞伎俳優の市川海老蔵,
復帰舞台の出演料を義援
金として全額寄付すると
発表 [NS]

・妻夫木聡・小栗旬など09年
のNHK大河ドラマ「天地
人」キャストらが,義援金
として2000万円を赤十字
社に寄付したと発表 [NS]

・天皇・皇后,皇居東御所苑
見学会に参加した都内避
難者と面会 [皇室; 51]

・天皇・皇后, 皇太子夫妻,
秋篠宮夫妻, 震災1ヶ月に
あたり黙祷 [皇室; 51]

・鎌倉市内の神道・仏教・キ
リスト教の宗教者らが集
い,祈りをささげる「追善
供養復興祈願祭」,鶴岡八
幡宮などで実施 [KS]

・震災の被害者が身を寄せる東京ビッグサイトで,警視庁音
楽隊が「被災地応援コンサート」を開催 [A]

・神奈川県川崎市,知人や親戚宅など避難所以外に身を寄せ
ている避難者向けの窓口を各区の総務課に設置。子どもの
教育や高齢者の介護などの相談にのる [A]

・鎌倉市内の神道・仏教・キリスト教の宗教者らが集い,祈
りをささげる「追善供養復興祈願祭」,鶴岡八幡宮などで
実施 [KS]

・三井金属,スマートフォンの回路基板などに使われる電解
銅箔を生産する上尾工場(埼玉県上尾市)の操業を再開した
と発表 [S]

・福島第1原発の事故後, 風評被害で休漁を余儀なくされて
いた千葉県九十九里町片貝漁港で,カタクチイワシ漁が再
開 [CN]

・茨城県の橋本昌知事,県内港湾のうち日立・常陸那珂・大
洗の茨城港各港区を回り,地震と津波の被害を視察 [I]

・茨城県つくば市, 転入者からの抗議を受け, 放射能汚染の
有無を調べるスクリーニング検査を受けた証明書の提示を
廃止 [I]

・茨城交通, 高校生や大学生の通学対策として, JR水郡線上
菅谷駅-水戸駅間と同常陸青柳駅-茨城大間の緊急支援バス
を運行 [I]

・群馬県,福島第1原発事故をうけ,前橋市産の牛肉・豚肉・
鶏肉・鶏卵を対象にした安全確認検査を実施。いずれも放
射性物質は不検出と発表 [J]

・群馬県設置の「がんばろう群馬!産業支援本部」の初会議
が開催。県企業局の運営する高浜発電所(高崎市)で休止中
の発電設備の稼働再開を検討中との報告 [J]

・震災1ヶ月後の県内死者数は, 1226人。住
宅被害は全壊・半壊・一部破損合わせて
28137棟 [FP]

・震度6弱の地震によって,復旧が進んでい
たいわき市などで停電,断水,土砂崩れや
住宅倒壊,生き埋め等の被害 [FP]

・東電の清水社長, 福島県を訪問し佐藤知
事に面会を求めたが,拒まれる [A]

・原子力安全委員会, 浪江町の一部で福島
第1原発事故発生後の年間被ばく量が300
ミリシーベルトを超えると推計 [FP]

・葛尾村,浪江町,飯舘村,川俣町の一部,南
相馬市の一部を「計画的避難地域」に指
定する方針を政府が発表。1ヵ月をめど
に避難開始の見通し [FP]

・「計画的避難区域」指定について, 11日夜
までに政府から県に連絡なし [FP]

・「計画的避難区」に入らない広野町,楢葉
町, 川内村, 田村市の一部, 南相馬市の一
部を「緊急時避難準備区域」にする方針
を政府が発表 [FP]

・埼玉県杉戸町の富岡町連絡所が閉鎖。8
日間の開設で全人口の1割にあたる町民
の所在を確認 [FP]

・福島県,応急仮設住宅4000戸の建設を,県
内に本店を置く建設業者に発注。4月11
日から業者を公募 [FP]

・石川郡畜産農業組合, 震災後初の子牛競
り市を開催。平均価格は震災前に比べて
大幅下落 [FP]

・福島県産の加工用トマトの契約栽培を
行わない方針決めたカゴメと日本デル
モンテ, 今年の試験栽培で安全性を確認
のうえで2012年度契約栽培を再開する意
向 [FP]

・福島県いわき市の住宅地の2カ所で温泉
が噴き出す [A]

・村井県知事, 記者会見でス
ローガン「復興へ頑張ろう!
みやぎ」を発表 [W:河北新報]

・村井県知事,県議会大震災対
策調査特別委員会にて,住宅
の高所移転や漁港の集約再
編などを盛り込んだ復興基
本方針(素案)を公表 [W: 河北

新報]

・第1回宮城県沿岸域現地連絡
調整会議, 開催 [W: 東北地方整

備局]

・歌津大橋(国道45号)の流失
をうけて,迂回路である一般
県道236号払川町向線と町道
伊里前線,国道45号の交通を
確保するため直轄国道区域
に編入 [W:東北地方整備局]

・被災した第二地方銀行の仙
台銀行(仙台市), 金融機能強
化法に基づく公的資金の申
請を検討すると発表 [A]

・河北新報社, 4月6日～9日に
宮城県沿岸部の避難者を対
象に実施したアンケート調
査の結果を紙面で公表。元
の場所での生活,「不安」が
7割 [K]

・東日本大震災から1カ月, 県
内の被災地・内陸各地で多
くの市民が黙祷。釜石市甲
子町を訪問した達増県知事,
「がんばろう!岩手」宣言を発
表 [IN]

・岩手県, 第1回東日本大震災
津波復興委員会を開催。6月
をめどに,中長期の基本方針
「復興ビジョン」の取りまと
めを目指す [W:岩手県]

・岩手県水産技術センター, 4
月11日から,漁場調査船の魚
群探知機を用いて漁場のが
れきの調査を実施 [A]

・釜石市の野田市長,国や県の
関係者・専門家・市民代表を
招いた復興プロジェクト会
議を発足させる。「復興まち
づくり基本計画」の骨子を6
月をめどに発表する考え [A]

・釜石市, 東日本大震災の復
旧に伴う緊急雇用対策とし
て,被災者を対象に市内で約
1000人の雇用を創出する方
針を表明 [IN]

・宮古市臨港通の魚市場, 震
災から1カ月ぶりに業務を再
開 [IN]

・大船渡市三陸町の越喜来漁
協,復興方針を固めたとの報
道。小型漁船100隻を漁協が
購入し漁獲と養殖の協業化
を促進。被災を免れた大型
船2隻を活用し定置網漁を早
期に再開 [IN]

・イギリス:科学誌ネイチャー,
スマイリー島原発事故を経
験した専門家らの見解を電
子版に掲載。福島第1原発の
廃炉や敷地の除染などに最
長100年かかる可能性 [A]

・韓国:3月12日～29日の対日
輸出額が前年同期比で
51.5%と急増。ミネラルウ
ォーターが同8.8倍, ラーメ
ンが同2.2倍, 昆布が同約5倍
など。大韓貿易投資振興公
社発表の対日輸出入動向で
判明 [A]

・中国:温家宝総理, 菅直人首
相に対し電話で見舞いの意
を表明 [RJ]

Mon.
11

Apr.

4月
11日
(月)
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全般 国/政治経済 原発/東電 自衛隊 米軍/米国 基礎的インフラ 生活/生産の基盤 学界/専門家組織

Mon.
11

Apr.

4月
11日
(月)

08:54海自:「くらま」搭載ヘリが柱島の被災者に
救援物資(水)を輸送 [SDF]

09:02空自:航空救難団U-125A×1機が捜索救助の
ため秋田離陸(13時31分松島着陸) [SDF]

09:10 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(パン)を名古屋から松島まで空輸 [SDF]

09:14空自:松島基地が巡回診療活動を開始 [SDF]

09:17 空自:松島基地が瓦礫撤去等の活動を開
始 [SDF]

09:30陸自:13旅団が相馬市原釜地区にて捜索を開
始 [SDF]

09:33空自:航空救難団UH-60J×1機が捜索救助の
ため松島離陸(13時35分松島着陸) [SDF]

09:45 空自:航空救難団CH-47×1機が救援物資輸
送のため石巻市総合運動公園離陸(09時55分牡鹿
清崎運動公園着陸) [SDF]

10:03 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(民生救援物資)を福岡から松島まで空輸 [SDF]

10:20海自:「くらま」搭載ヘリが野々島の被災者
に救援物資(水)を輸送 [SDF]

10:38海自:「しもきた」が気仙沼,大島の被災者に
入浴支援(208名)を実施 [SDF]

10:45海自:「くらま」搭載ヘリが被災地へ支援物
資一式の輸送を実施 [SDF]

10:53空自:松島基地が入浴支援活動を開始(基地内
隊員浴場) [SDF]

11:34空自:松島基地が炊出支援を開始 [SDF]

12:25海自:「ちよだ」が志津川湾の被災者に入浴
支援(20名)を実施 [SDF]

12:30海自:「しもきた」が大島の被災者に救援物
資(水)を輸送 [SDF]

12:30海自:横須賀警備隊が宮城県石巻市中央市営
駐車場にて被災者231名に入浴・シャワー支援を
実施 [SDF]

13:30海自:「せとぎり」が大島の被災者に入浴支
援を実施 [SDF]

14:16 空自:第1輸送航空隊C-130×1機が救援物資
(パン)を名古屋から松島まで空輸 [SDF]

15:28空自:航空救難団U-125A×1機が捜索救助の
ため松島離陸(17時41分秋田着陸) [SDF]

15:28空自:航空救難団UH-60J×1機が捜索救助の
ため松島離陸(17時08分松島着陸) [SDF]

17:15海自:「てんりゅう」搭載ヘリが被災地へ緊
急用袋式担架等を輸送 [SDF]

18:00 海自:第2航空群が八戸地区の被災者に受け
入れ支援(70名), 入浴支援(30名), メンタルヘル
スケア(14名)を実施 [SDF]

‐文科省,震災後に一時帰国した外国人
留学生に再来日のための支援策を決
定 [A]
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Tue.
12

Apr.

4月
12日
(火)

07:26 長野県北部を震源と
する地震, M5.6, 同県栄
村・木島平村で震度5弱 [Y]

08:08 千葉県東方沖を震源
とする地震, M6.4,同県旭
市・香取市で震度5弱 [A]

14:07 福島県浜通りを震源
とする地震, M6.3,同県い
わき市や茨城県北茨城市
で震度6弱 [A]

・菅首相が官邸で会見,「災
害に強く,地球環境と調和
し,弱者に優しい社会を作
る」 [A]

・枝野官房長官,東京・新橋
駅前の福島県いわき市農
産物即売会に参加 [A]

・自民党内の原発推進派
による政策会議「エネル
ギー政策合同会議」が会
合。自民党内の経済産業
部会,電源立地及び原子力
等調査会,石油等資源・エ
ネルギー調査会が合体し
たもの [A]

06:38頃 福島第1原発4号機の放水
口付近のサンプリング建屋で出
火を作業員が発見。間もなく消
し止められる [メルトダウン]

11:00 原子力安全・保安院, 福島第
1原発1・2・3号機について「レベ
ル7」と暫定評価 [NK]

19:30頃 東電, 福島第1原発2号機ト
レンチの汚染水をタービン建屋
内の復水器に移送する作業を開
始 [メルトダウン]

23:30 福島第1原発事故の評価尺度
がレベル7になったことを受け,
IAEA(国際原子力機関)のフロー
リー事務次長が会見。福島では
原子炉の爆発がないなど事故の
規模はチェルノブイリ原発とは
「全く異なる」と説明 [A]

・原子力安全・保安院, 4月11日の
余震で福島第1原発2号機の使用
済み核燃料プールの水位が下が
り水温計が使えない状態になっ
たことを明らかに [メルトダウン]

・原賠法に基づき電力会社らが毎
年国に納めた補償料が, 1962年～
2010年累計で約150億円しかない
ことが判明 [メルトダウン]

・東電の松本原子力・立地本部長
代理, 政府がレベル7評価をした
ことを問われ「事故の様相は違え
ど放射性物質放出量からみれば
チェルノブイリに匹敵あるいは
超えるかも」 [メルトダウン]

・東電の武藤副社長,会見で「大量
の放射能が短時間で放出された
チェルノブイリ事故とは様態が
違う」と弁明しつつ「総量でレベ
ル7の放射線量の事実は重く受け
止めている」 [メルトダウン]

・午前 福島第1原発事故で北端部
の住民に「自主避難」要請が出て
いたいわき市,対象住民に「帰宅
が可能になった」との説明を開
始 [A]

04:30陸自:第13旅団が新地町役場にて給食支援を
開始 [SDF]

06:00陸自:第13旅団が相馬市役所にて給食支援を
開始 [SDF]

06:30陸自:第13旅団が新地町内にて輸送支援を開
始 [SDF]

07:00空自:松島基地が捜索救助活動に出発 [SDF]

07:00 陸自:第2施設団が門脇地区南浜町にて道路
の砂利敷き均しを開始 [SDF]

07:02空自:松島基地が給水支援活動に出発 [SDF]

07:02 空自:北空派遣隊(山田)が物資輸送活動を開
始 [SDF]

07:05空自:松島基地が沐浴支援活動に出発 [SDF]

07:10空自:松島基地が捜索救助活動に出発 [SDF]

07:10 空自:松島基地が物流管理支援活動に出
発 [SDF]

07:10 陸自:第5旅団が石巻地区にて偵察を開
始 [SDF]

07:13空自:第3輸送航空隊C-1が救援物資輸送のた
め美保離陸 [SDF]

07:20陸自:第10師団が名取市・山元町にて輸送支
援を開始 [SDF]

07:20陸自:第14旅団が釜谷にて捜索を開始 [SDF]

07:25空自:松島基地が流出物回収に出発 [SDF]

07:43 空自:北空派遣隊(山田)が炊出し支援活動を
開始 [SDF]

07:44原子力:CH-47(サーモグラフィ・放射線測定
器搭載)×1機が福島第1原発上空モニタリング開
始(08時04分終了) [SDF]

07:45陸自:北部方面施設隊が気仙沼市にて捜索支
援,瓦礫除去等を開始 [SDF]

07:56 空自:新潟救難隊(新潟)U-125A×1機が余震
の状況を偵察するため離陸 [SDF]

07:58 空自:北空派遣隊(山田)が救護作業を開
始 [SDF]

08:00 陸自:第1特科団が女川町にて捜索を開
始 [SDF]

08:00 陸自:第6師団が野蒜, 牛網, 南赤崎, 南余景,
西余景一帯にて捜索を開始 [SDF]

08:00陸自:北部方面施設隊が南三陸町にて捜索支
援,瓦礫除去等を開始 [SDF]

08:08 空自:北空派遣隊(山田)が給水支援活動を開
始 [SDF]

08:10 空自:松島基地が民生支援(校庭泥撤去)活動
を開始 [SDF]

08:10 空自:北空派遣隊(山田)が捜索救助活動を開
始 [SDF]

08:14 海自:第4航空群固定翼機が余震の状況を偵
察するため離陸 [SDF]

08:15海自:第21航空群ヘリが余震の状況を偵察す
るため離陸 [SDF]

08:19 空自:北空派遣隊(山田)が巡回医療活動に出
発 [SDF]

08:23 空自:百里救難隊(百里)UH60-J×1機が余震
の状況を偵察するため離陸 [SDF]

08:26海自:第21航空群ヘリが被災地周辺での捜索
救難飛行を実施 [SDF]

08:26 空自:大滝根分屯基地が給食支援活動を開
始 [SDF]

08:27 陸自:第13旅団が埒木崎・谷地小屋・中島・
小川地区にて捜索活動を開始 [SDF]

08:29 海自:第4航空群ヘリが被災地周辺での捜索
救難飛行を実施 [SDF]

08:30 空自:北空派遣隊(山田)が広報活動を開
始 [SDF]

・震災支援に派遣
された米海兵隊
の中核部隊, 第
31海兵遠征部隊
が, 本拠地の沖
縄に帰任 [A]

06:21 東北新幹線, 那須塩原―福島間で
運転再開。合わせて在来線で仙台―福
島間を結ぶ「新幹線リレー号」が出発,
仙台―東京間が鉄路でつながる [A]

09:00時点 NTT東日本が福島・宮城・岩
手・青森・山形・秋田・茨城・栃木・群
馬・千葉・埼玉・神奈川・新潟・東京・
長野・山梨の各都県で設置した特設公
衆電話は計2,109台 [W: NTT東日本]

09:00時点 NTT東日本が青森・岩手・宮
城・秋田・山形・福島・茨城・栃木・
群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・新
潟・山梨・長野の各都県で設置したイ
ンターネット接続コーナーは計244 [W:

NTT東日本]

14:20 磐越道(いわきJCT-小野IC), 常磐
道(いわき勿来IC-いわき四倉IC)で緊
急点検のため通行止め。4月11日と
12日14時07分頃発生の地震のため [W:

NEXCO]

16:45磐越道,いわき三和IC-小野IC間の
通行止め解除 [W: NEXCO]

18:45常磐道(いわき湯本IC-いわき四倉
IC),磐越道(いわきJCT-いわき三和IC)
の通行止め解除 [W: NEXCO]

19:15頃 常磐道(いわき湯本IC-いわき中
央IC), 磐越道(いわきJCT-いわき三和
IC)で通行止め。19時15頃発生の地震
のため [W: NEXCO]

20:45常磐道(いわき湯本IC-いわき中央
IC),磐越道(いわきJCT-いわき三和IC)
で通行止め解除 [W: NEXCO]

・東北新幹線の那須塩原-福島間での運
行再開に伴い, 山形新幹線が全線で運
転再開 [W:国交省]

・首都圏の鉄道でダイヤに大幅な乱れ。
4月12日朝の千葉県東方沖の地震のた
め [A]

・福島交通・岩手県北バス,盛岡-福島間
で路線バスを新設 [W:国交省]

・常磐都市ガス,いわき市の一部(649戸)
が全戸復旧完了 [W:日本ガス協会]

・塩釜ガス,供給区域全て(9,665戸)が復
旧完了 [W:日本ガス協会]

・石巻ガス,石巻市の一部(346戸)が復旧
完了 [W:日本ガス協会]

・大畠国交相, 岩手・宮城・福島3県で
用地確保できた仮設住宅戸数は計2万
6000戸と発表 [A]

・日本建築学会, 報告書(速報)の構成
案, 編集WG委員構成案等を作成 [建

築雑誌; No.1622]

・日本建築学会によるまちづくり支援
建築会議, 「東日本大震災からのま
ちづくり」をテーマに9回にわたる
連続ワークショップ,シンポジウム,
パネル展示, 学生シャレットワーク
ショップを開催 [建築雑誌; No.1622]

・日本建築学会東北支部,「東北地方
太平洋沖地震災害調査速報(15)」を
発表 [建築雑誌; No.1622]

・木造応急仮設住宅建設に向けた全国
工務店・建築士震災復興協議会, 設
立。岩手・宮城・福島3県での地域
工務店等による地域材を活用した仮
設住宅の建設について, 全国中小建
築工事業団体連合会・全国建設労働
組合総連合・日本建築士会連合会が
協議会設立を基本合意をし, 県発注
の公募に対応 [W:日本建築士会連合会]

・全日本土地区画整理士会,被災地域
における復興のあり方及び土地区画
整理士が果たすべき役割を検討する
「(仮称)東日本大震災災害復興まち
づくり研究会」を設立 [W:全日本土地

区画整理士会]

・新潟県弁護士会,「東北地方太平洋
沖地震による福島第一原子力発電所
の重大事故に関する会長声明」及び
「『東日本大震災に係るインタ-ネッ
ト上の流言飛語への適切な対応に
関する要請』の撤回を求める会長声
明」を発表 [W:新潟県弁護士会]

・日本行政書士会連合会,緊急災害対
策本部に「震災に係る被災者支援・
復興支援に関する意見・提案」を提
出 [W:日本行政書士会連合会]

・日本薬剤師会, 常任理事会打合会・
第1回理事会・第3回災害対策本部会
議を開催 [W:日本薬剤師会]

・日本栄養士会,日本プライマリ・ケ
ア連合学会と連携した活動を, 宮城
県石巻市でも開始。全国在宅訪問栄
王食事指導研究会も協力 [W:日本栄養

士会]

・日本心理学会,東日本大震災復興支
援特別委員会を設置 [W:日本心理学会]

・日本総研調査部,リポート「大震災
の多面的影響と復興・再生にむけた
道筋」を発表 [W:日本総研]

・みずほ総合研究所,政策コンファレ
ンス「東日本大震災の影響, 復旧・
復興策とその財源を考える」を開
催 [W:みずほ総合研究所]

・日韓両国の原子力専門家, 4月13日
にかけて東京で福島第1原発事故へ
の対応策などを協議 [A]
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・東北広域震災NGOセン
ター, 石巻市で「キャッ
シュ・フォー・ワーク」プ
ロジェクトを開始 [W: IVY]

・連合山形,山形市内で県経
営者協会・県商工会議所
連合会・県中小企業団体
中央会・県商工会・山形経
済同友会の代表者ととも
に,吉村県知事同席のもと
緊急労使首脳懇談会を開
催 [W:連合]

・文科省, 3月16日～19日に
採取した福島第1原発30
キロ圏外の福島県の土壌・
植物から,放射性ストロン
チウムを検出したと発表。
ストロンチウムの検出は
初 [メルトダウン]

・文科省,計画帝避難区域指
定を行う政府決定をうけ
て,毎日発表している福島
県内の累積放射線量の計
測地点の具体的な場所を
公表 [メルトダウン]

・枝野官房長官, 福島県い
わき市の農産物即売会(東
京・新橋駅前)に参加。イ
チゴやトマトを試食 [A]

・文科省と海洋研究開発機
構, 福島第1原発の汚染水
の周辺海域への拡散予測
速報を発表 [A]

・東工大原子炉工学研究所
所長,天皇・皇后に「福島
原発について」説明 [皇室;

51]

・日立製作所,事故処理長期
化を見据えて社長直属の
福島県原子力発電所プロ
ジェクト推進本部を設置
したと発表 [メルトダウン]

・三重県伊勢市の鈴木市長,
浜岡原発停止と新規原発
計画撤回を求める申入書
を中部電力に提出 [A]

・九州電力,津波を想定し玄
海・川内原発で緊急訓練
を実施。一般住民には非
公開 [西日本新聞]

・千葉市美浜区のQVCマリ
ンフィールドでプロ野球
が開幕。仙台が本拠地の
楽天は, ロッテに6―4で
勝利 [A]

・JRA,震災の影響で馬券購
入できなかった東京・中
山両競馬場と首都圏のウ
インズなどで, 約6レース
に限って馬券発売再開を
発表。首都圏で馬券が買
えるようになるのは6週間
ぶり [NS]

・お笑いコンビ南海キャン
ディーズのしずちゃんこ
と山崎静代, 東京・新橋
で行われたいわき市物産
品PRイベントに枝野官房
長官と参加。安全アピー
ル [NS]

・しりあがり寿, コミック
ビーム4月号で震災テーマ
の短編発表 [A]

・東京都千代田区の九段会館でホテルなどを営業していた
財団法人日本遺族会,理事会・評議員会で正式に閉館を決
定 [T]

・東京都立川市と荒川区,都内の公営住宅に入居する被災者
に,リサイクル家具を無償で譲渡 [A]

・神奈川県鎌倉市, 東日本大震災の義援金募集のため腰越
行政センターに設置した募金箱が何者かに盗まれたと発
表 [KS]

・神奈川県海老名市,東日本大震災の被災地支援の合言葉を
掲げたのぼり旗を市内の公共施設で取り付け始める [KS]

・神奈川フィルハーモニー管弦楽団のメンバーによる巡回
慈善公演,小田原市役所で開催 [KS]

・埼玉県,福島県内で一時避難している被災者の心のケアを
行うため,精神科医などで構成する「心のケアチーム」の
第1陣を現地に派遣 [S]

・埼玉県の西部と北部の54ロータリークラブで構成する国
際ロータリー第2570地区,避難者支援のため埼玉県に義援
金1000万円を寄贈 [S]

・液状化現象で大きな被害を受けた茨城県(4市)と千葉県(1
市)の5市長,国交省と内閣府を訪問 [I]

・茨城県漁業関係東北関東大震災災害対策本部,民主党の岡
田幹事長や鹿野農水相らを訪問。漁業者への支援を求める
要望書を提出 [I]

・茨城県つくばみらい市は東日本大震災の被災者支援策と
して,福島県から県内に避難してきた女性2人を市立幼稚園
教諭の嘱託職員として採用 [I]

・茨城県内のサーフィン業界で組織する「茨城サーフユニオ
ン」,海水浴場や砂浜で継続的な放射線モニタリング調査
を実施するよう求める要望書を県に提出 [I]

・JAグループ茨城と茨城県は,原発事故による県内の農畜産
物の出荷制限や風評損害などについて,東電や国に補償を
求めていく協議会を設置 [I]

・茨城労働局,東日本大震災の復興工事中に高所から転落し
て死傷するなどの労災事故が県内で10件に上ったことを明
らかに [S]

・福島県の佐藤知事,「レベル7」をうけて
「世界的に福島県がそういう印象に。な
ぜ事前に教えてくれなかったのか」と国
に不快感 [メルトダウン]

・文科省,福島第1原発30キロ圏外で,県内
の土壌や植物から微量の放射性ストロン
チウムを検出したと発表 [FP]

・福島県警, 4月12日以降, 福島第1原発10
キロ圏内で近く行方不明者の捜索に入
る [FP]

・福島第1原発事故で北端部の住民に「自
主避難」要請が出ていたいわき市, 対象
住民に「帰宅が可能になった」との説明
を開始 [A]

・いわき市, 沿岸部で津波によって破損し
た家屋などの撤去作業を開始 [FP]

・飯舘村,政府の「計画的避難区域」の指定
方針をうけ, 今年度のコメ・野菜などす
べての農作物の作付け見送りを決定 [FP]

・福島県,飯舘村に加え,計画的避難区域に
指定される見込みの11市町村・地域にコ
メの作付け自粛を要請 [FP]

・川俣町では, 計画的避難区域に指定され
る山木屋地区の住民説明会を開催 [FP]

・川内村, 郡山市ビックパレットふくしま
に置いている役場機能を, 敷地内に設置
したプレハブ事務所に移転 [FP]

・体育館などから旅館など別の場所に移る
2次避難の県内累計, 4月12日に9000人を
超えた [FP]

・福島県, 4月12日から県内の高校や都市公
園, 商業店舗, 道路や駅などの交通機関,
集会所などの緊急放射線量調査を開始。
県内全域の2757ヵ所が対象 [FP]

・脚本家の倉本聡が立ち上げた「被災学童
疎開受け入れプロジェクト」に問い合わ
せが相次ぐ。20家庭が申し出。4月末よ
り受け入れ予定 [FP]

・東北新幹線,那須塩原-福島駅間で運転再
開 [FP]

・JRバス東北,常磐線代替バス(相馬-亘理)
を運行開始 [W:国交省]

・宮城県,沿岸部で破傷風の発
生が相次いだことをうけて,
がれきの撤去作業時の負傷
で感染する恐れがあるとし
て各市町村や保健所を通じ
注意を呼び掛け [W:河北新報]

・宮城県, 長期の避難所生活
を強いられている被災者を
対象に食生活を調査。石巻・
気仙沼・塩釜の3保健所が沿
岸部の7市6町の全避難所約
440カ所で実施。調査は4月
12日まで [K]

・仙台市,校舎など教育施設の
災害復旧費として89億1500
万円,公共施設や庁舎などの
復旧費に9億900万円を盛り
込んだ2011年度一般会計補
正予算案を公表 [W:河北新報]

・岩手県,東日本大震災による
農林水産業と商工業の被害
総額の推計を発表。農林水
産被害は4165億9千万円, 商
工業関係被害は, 建物や商
品の流失で1661億円 [W:岩手

日報]

・鳩山前首相,県庁で達増知事
と会談。「なかなか(支援の)
具体的な姿が見えない」と
政府の対応の遅さを批判 [W:

岩手日報]

・岩手県市長会, 盛岡市内で
定例会を開催。国に対し,復
興院の早期創設や柔軟な立
法措置などを求め,働き掛け
を強める方針を確認 [W:岩手

日報]

・4月7日深夜の余震による建
築物応急危険度判定調査で,
奥州市で44棟,一関市で41棟
が「危険」と判定(4月12日時
点) [W:岩手日報]

・岩手県交通,三陸鉄道南リア
ス線代替バス(盛岡-釜石)の
運行を開始 [W:国交省]

・韓国:釜山市の古里原子力発
電所1号機で電子系統が故障
し,運転を停止 [A]

・韓国:釜山市の古里原子力発
電所1号機の運転中止を求
め,周辺住民ら60余人が釜山
地方裁判所に可処分申請。
弁護団によるとこうした訴
えは初 [A]

・中国:環境保護省当局者,福島
第1原発の「レベル7」をチェ
ルノブイリと比較し,「中国
への影響は1/100」 [メルトダ

ウン]

・フランス:ストラスブール
市議会, ヨーロッパエコロ
ジー・緑の党が提案した原
発閉鎖を求める動議を大多
数の賛成で可決 [A]

・フランス:フランス放射線防
護原子力安全研究所(IRSN)
のグルメロン放射線防護局
長, 福島第1原発の「レベル
7」をうけて,「チェルノブイ
リ級ではないし将来もそう
ならない」との見解 [メルトダ

ウン]

Tue.
12

Apr.

4月
12日
(火)
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Tue.
12

Apr.

4月
12日
(火)

08:30 陸自:第1特科団が石巻市雄勝町地区にて捜
索を開始 [SDF]

08:36海自:第21航空群ヘリが被災地周辺での捜索
救難飛行を実施 [SDF]

08:36 原子力:偵察航空隊RF-4×1機が原発の航空
偵察(写真撮影)のため百里を離陸(09時09分百里
着陸) [SDF]

08:41陸自:第1飛行隊(立川)OH-6×1機が余震の状
況を偵察するため離陸 [SDF]

08:46 海自:第4航空群固定翼機が余震の状況を偵
察するため離陸 [SDF]

09:07 空自:北空派遣隊(山田)が燃料支援活動を開
始 [SDF]

09:16空自:松島基地が東松島市内での瓦礫撤去活
動等に出発 [SDF]

09:19空自:松島基地が医療支援活動に出発 [SDF]

09:30海自:「しもきた」が気仙沼大島災害対策本
部へ救援物資(水等)を輸送 [SDF]

09:40陸自:第12旅団が南相馬市にて巡回在宅診療
を開始 [SDF]

09:52海自:「ちよだ」搭載艇が泊浜生活センター
へ救援物資(水及び軽油)を輸送 [SDF]

10:00海自:「くらま」搭載ヘリが寒風沢島の被災
者に診療支援(24名)を実施 [SDF]

10:12海自:「のと」が函館から大湊へ陸自トラッ
ク2台,ガソリンドラム缶96本を輸送 [SDF]

10:22 空自:第3輸送航空隊C-1が救援物資(ソー
ラー発電システム)を名古屋から松島まで空
輸 [SDF]

10:36海自:「しもきた」が気仙沼大島の被災者に
入浴支援(203名)を実施 [SDF]

10:38 空自:第3輸送航空隊C-1が救援物資(ソー
ラー発電システム)を名古屋から松島まで空
輸 [SDF]

10:40空自:松島基地が入浴支援活動を開始 [SDF]

10:58 海自:第111航空隊ヘリが伊里前小学校へ救
援物資(水)を輸送 [SDF]

11:03空自:松島基地が給食支援活動を開始 [SDF]

11:21 海自:第4航空群固定翼機が漂流ボートを視
認(3821N14255E),海上保安庁に通報 [SDF]

11:40 海自:第4航空群固定翼機が漂流漁船を視認
(3844N14322E),海上保安庁に通報 [SDF]

12:30海自:横須賀警備隊が宮城県石巻市中央市営
駐車場にて被災者191名に入浴・シャワー支援を
実施 [SDF]

12:54 海自:第111航空隊ヘリが小友中学校へ救援
物資(水)を輸送 [SDF]

13:01 空自:第3輸送航空隊C-1が救援物資(民生品
(食料))輸送のため松島着陸 [SDF]

13:20 空自:第3輸送航空隊C-1が救援物資(ソー
ラー発電システム)輸送のため松島着陸 [SDF]

14:10 海自:第4航空群固定翼機が余震の状況を偵
察するため離陸 [SDF]

14:16海自:第21航空群ヘリが余震の状況を偵察す
るため離陸 [SDF]

14:25 空自:百里救難隊UH-60Jが余震の状況を偵
察するため離陸 [SDF]

14:29 空自:第1輸送航空隊C-130Hが救援物資(パ
ン,レトルト食品等)輸送のため松島着陸 [SDF]

14:50 空自:第1輸送航空隊C-130Hが救援物資(パ
ン,おかし,水等)輸送のため松島着陸 [SDF]

17:00 陸自:第6音楽隊が多賀城文化センターで激
励演奏 [SDF]
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Tue.
12

Apr.

4月
12日
(火)
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全般 国/政治経済 原発/東電 自衛隊 米軍/米国 基礎的インフラ 生活/生産の基盤 学界/専門家組織

Tue.
12

Apr.

4月
12日
(火)

18:00 海自:第2航空群が八戸地区の被災者に受け
入れ支援(69名), 入浴支援(21名), メンタルヘル
スケア(21名)を実施 [SDF]
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Tue.
12

Apr.

4月
12日
(火)

Disaster, Infrastructure and Society : Learning from the 2011 Earthquake in Japan No.1 2011

185 (173)



全般 国/政治経済 原発/東電 自衛隊 米軍/米国 基礎的インフラ 生活/生産の基盤 学界/専門家組織

Wed.
13

Apr.

4月
13日
(水)

04:37 岩手県沿岸北部を震
源とする地震,釜石市で震
度4 [Y]

10:08 福島県東部を震源と
する地震,茨城県北茨城市
で震度5弱 [A]

・警察庁が午前10時時点の
被害状況を発表。これま
で計上されていなかった
宮城県東松島市の行方不
明者776人が初めて計上
され,宮城県の行方不明者
は8027人に [A]

・震災後初めての政府税制
調査会が開催。被災地で
の自動車関連税免除など
の税制支援策を決定 [A]

・菅首相・国民新党の亀井
代表・北沢防衛相の会談
で,震災復興対策を話し合
う与野党協議機関「復興
実施本部」構想が浮上 [A]

・松本内閣府官房参与, 菅
首相が「原発周辺は当面
住めない。10年, 20年住
めないとなると住むのが
不可能になる」と語った
と主張。首相は発言を否
定 [メルトダウン]

・与謝野経済財政相, 4月の
月例経済報告を関係閣僚
会議に提出。震災で企業
の生産や個人消費が落ち
込み, 景気の基調判断を6
か月ぶりに下方修正 [A]

・各党・政府震災対策合同
会議,家を失った被災世帯
に最高300万円を支給す
る被災者生活再建支援法
の拡充などの要望事項を
とりまとめ,松本防災相に
提出 [A]

09:12 東電福島事務所, 福島第1原
発2号機の坑道にたまった放射能
汚染水の水位が午前7時現在で4.3
センチ低下したとの報告 [A]

11:50 枝野官房長官, 福島第1原発
の暫定評価がレベル7に該当する
可能性について, 3月末までに報
告を受けていたことを記者会見
で明らかに [A]

15:00 東電の清水社長が1カ月ぶり
に記者会見。福島第1原発事故に
ついて陳謝,「避難を余儀なくさ
れている方々に(賠償の)仮払いを
検討している」 [A]

・福島第1原発4号機で使用済み核燃
料プール水温が90度に上昇。付
近の放射線量も毎時84ミリシー
ベルトと高いことが判明 [メルトダ

ウン]

・東電, 福島原発4号機の核燃料貯
蔵プールから初めて採取した水
の分析結果を公表。放射性物質
の濃度は運転時の原子炉内の水
より高いが,燃料は溶融を疑わせ
るほどではなく,破損があっても
部分的との見解 [A]

・原子力安全・保安院,相次ぐ余震
を受け, 福島第1原発全ての建屋
につき耐震安全性の評価と必要
に応じた補強工事を至急実施す
るよう指示 [メルトダウン]

・東電,自社HPを一新した際,「想
定される最大級の津波を評価し,
重要施設の安全性を確認してい
ます」などと紹介した津波対策の
ページを削除 [A]

・東電の清水社長, 日本経団連の
副会長職と電気事業連合会の会
長職について,事故対応に専念す
るため辞任する意向を正式に表
明 [A]

・松本外相, 福島第1原発の汚染水
の海洋放出について,全在日大使
と国際機関に通知し終えたのは
放出が始まった直後の4月4日夜
だったことを認める [メルトダウン]

06:00 陸自:第13旅団が相馬市にて給食支援を開
始 [SDF]

06:48 空自:北空派遣隊(山田)が給水支援を開
始 [SDF]

06:50空自:松島基地が捜索開始 [SDF]

06:53 陸自:第10師団が山元町, 亘理町にて捜索を
開始 [SDF]

07:00空自:松島基地が給水支援を開始 [SDF]

07:00陸自:第2施設団が女川町鮎川浜,鷲神・小乗
浜地区にて捜索を開始 [SDF]

07:27 空自:北空派遣隊(山田)が整地作業を開
始 [SDF]

07:32 空自:松島基地が民生支援(校庭泥撤去)を開
始 [SDF]

07:45 空自:北空派遣隊(山田)が給食支援を開
始 [SDF]

07:47 空自:北空派遣隊(山田)が物資輸送を開
始 [SDF]

08:00 陸自:第1特科団が気仙沼市にて瓦礫除去を
開始 [SDF]

08:00 陸自:北部方面施設隊が気仙沼市, 南三陸町
にて捜索を開始 [SDF]

08:05 空自:松島救難隊U-125A×1機・UH-60J×1
機が牡鹿半島西側にて捜索を開始(12時03分 松
島着陸) [SDF]

08:05 空自:北空派遣隊(山田)が捜索救護を開
始 [SDF]

08:05陸自:第13旅団が大戸浜,田中,天竺原にて捜
索を開始 [SDF]

08:23 海自:第2航空群固定翼機が被災地周辺での
捜索救難飛行を実施 [SDF]

08:27 原子力:偵察航空隊RF-4×1機が原発の航空
偵察(写真撮影)のため百里を離陸(09時03分百里
着陸) [SDF]

08:49海自:第25航空隊ヘリが被災地周辺での捜索
救難飛行を実施 [SDF]

08:50 空自:北空派遣隊(山田)が巡回診療に出
発 [SDF]

08:58海自:第73航空群ヘリが被災地周辺での捜索
救難飛行を実施 [SDF]

09:00陸自:第13旅団が相馬市にて道路啓開作業を
開始 [SDF]

10:02海自:「くらま」搭載ヘリが寒風沢島の被災
者に支援物資を輸送 [SDF]

10:13 空自:第1輸送航空隊C-130Hが救援物資(パ
ン)を名古屋から松島まで空輸 [SDF]

10:16海自:第73航空隊ヘリが余震の状況を偵察す
るため館山離陸 [SDF]

10:20 海自:第2航空群固定翼機が余震の状況を偵
察するため八戸離陸 [SDF]

10:22 空自:百里救難隊UH-60J×1機が余震の状
況を偵察するため百里離陸(11時17分百里着
陸) [SDF]

10:23海自:「くらま」搭載ヘリが柱島の被災者に
支援物資を輸送 [SDF]

10:24海自:「しもきた」が気仙沼大島の被災者に
入浴支援(103名)を実施 [SDF]

10:38陸自:東部方面航空隊UH-1×1機が余震の状
況を偵察するため立川離陸 [SDF]

10:48海自:「くらま」搭載ヘリが野々島の被災者
に支援物資を輸送 [SDF]

11:13 空自:入間ヘリCH-47が救援物資(おにぎり
等)を石巻総合グラウンドから清崎運動公園まで
空輸 [SDF]

09:00時点 NTT東日本が福島・宮城・岩
手・青森・山形・秋田・茨城・栃木・群
馬・千葉・埼玉・神奈川・新潟・東京・
長野・山梨の各都県で設置した特設公
衆電話は計2,107台 [W: NTT東日本]

09:00時点 NTT東日本が青森・岩手・宮
城・秋田・山形・福島・茨城・栃木・
群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・新
潟・山梨・長野の各都県で設置したイ
ンターネット接続コーナーは計249 [W:

NTT東日本]

13:00 ソフトバンクテレコム, 支障中回
線数が821回線まで減少 [W:ソフトバンク

テレコム]

13:00 ソフトバンクBB, 支障中回線数
が約8,700回線まで減少 [W:ソフトバンク

BB]

・東北新幹線, 7日深夜の余震に伴う復旧
作業のため運休していた新青森-盛岡
間で運転再開 [Y]

・仙台空港,旅客機の運航を再開。新幹
線が復旧していないため,全日空は1日
3往復の羽田-仙台の臨時便を運航 [Y]

・NTT東日本,震災後電話が通じなかっ
たり避難指示・自主避難要請が出てい
る地域で, 固定電話計9400回線が使用
可能になったと発表 [A]

・住友金属工業,停止していた鹿島製鉄
所の熱延工場で圧延を再開したと発
表 [I]

‐日産自動車, 福岡県内の2工場を再
開 [A]

・飲料大手,ペットボトルのキャップを
白色無地に統一することで合意。ペッ
トボトルのキャップが不足し飲料水の
増産が難しくなっている問題をうけ
て [A]

・菅政権,被災者生活再建支援法に基づ
く支援金の支払い手続きを簡素化する
と決定。津波被害で長期避難が必要な
地域であることを航空写真などで確認
し,一世帯当たり最高300万円を支払う
方針 [A]

・政府税制調査会,被災者が損傷した車
を買い替える場合に,今後3年間は自動
車重量税や自動車税, 自動車取得税を
免除する方針を発表 [A]

・厚労省,労災保険の保険料について,被
災した事務所は当面据え置く方向で検
討していることを明らかに [A]

・農水省, 4月13日・19日の告示・通知で,
畜産経営安定対策の要件を緩和 [W: 内

閣府]

・日本建築士会連合会, 岩手・宮城・
福島3県建築士会会長に宛て, 応急
仮設住宅建設に関する建築士会の協
力を要請 [W:日本建築士会連合会]

・日本技術士会建設部会, 現地支援・
復興計画・避難所生活者支援等につ
いて意見交換を行う技術懇談会を開
催 [W:日本技術士会]

・都市再生機構,復興計画の策定等に
係る支援要員を岩手県大船渡市, 山
田町に派遣 [W: UR]

・日本社会福祉士会事務局長,福島県
に入り, 福島県社会福祉士会と打ち
合わせ [W:日本社会福祉士会]

・日本薬剤師会の児玉会長ら,自民党
「厚生労働部会・厚生関係団体委員
会合同会議」に出席。4医師会から
災害復興に向けた要望等を聴取 [W:

日本薬剤師会]

・建設政策研究所,提言「『東日本大震
災』を踏まえ,持続可能な地域社会・
国土づくりの基本認識」を発表 [W:

建設政策研究所]

・日本学術会議,東日本大震災に対応
する第五次緊急提言「福島第一原子
力発電所事故対策等へのロボット技
術の活用について」を発表 [W:日本学

術会議]

Disaster, Infrastructure and Society : Learning from the 2011 Earthquake in Japan No.1 2011

186 (174)



市民社会 原発事故の影響 文化/風俗/メディア 東京圏/計画停電 福島県 宮城県 岩手県 海外動向

・特定非営利活動法人グッ
ドネーバーズ・ジャパン,
「子ども支援プロジェク
ト」・「シャワーブースプ
ロジェクト」・「お掃除ボ
ランティアプロジェクト」
の立ち上げを発表 [W:グッ

ドネーバーズ・ジャパン]

・かながわ県民活動サポー
トセンター,被災地支援ボ
ランティアに関する情報
を電子メールで配信する
際,全員のメールアドレス
が分かってしまう方法で
誤送信したと発表 [KS]

・衆議院議員会館で院内セ
ミナー, 「原発震災から
子どもたちを守れ!～専門
家・市民による独立放射
能汚染調査報告と要請～」
開催 [W: 福島老朽原発を考え

る会]

・飯舘村後方支援チーム,
FoE Japan, 福島老朽原発
を考える会が「原発震災か
ら子どもたちを守れ!～専
門家・市民による独立放
射能汚染調査報告と要請
～」を議員会館で開催 [W:

原子力資料情報室]

・4月7日深夜の余震で女川
原発などで外部電源が一
部遮断したことをうけて
政府が福島第1原発を除く
全国の原発を対象に指示
していた非常用電源の緊
急対策作業, 4月13日まで
に完了したと政府高官が
公表 [A]

・原子力安全委員会, 福島
県内の学校を再開すべき
か判断する目安として,周
辺の年間被曝量が10ミリ
シーベルト以下とする案
を提示 [A]

・旭市の集荷業者グリーン
ファーム,基準を超える放
射性物質が検出され出荷
自粛中の同市産サンチュ
を東京・大阪・三重・広島・
島根の計数十社に出荷し
たことが判明 [A]

・政府,福島県東部の16市町
村で露地栽培された原木
シイタケの出荷制限を指
示。福島県飯舘村産しい
たけ(露地原木栽培)は摂
取制限。厚労省は近隣9都
県に対し,原木シイタケの
放射性物質の検査強化を
指示 [A]

・農水相,天皇・皇后に「農
水産物被害と原発事故に
伴う農水産物への影響に
ついて」説明 [皇室; 51]

・四国電力社長,愛媛県の中
村知事に対し,原子力本部
を松山に移転することを
明言 [愛媛新聞]

・佐賀県玄海町の岸本英雄
町長, 玄海原発2・3号機
の早期運転再開を容認。
安全の徹底求める [西日本

新聞]

・玄海・川内原発の周辺住
民,九州電力の実施した訓
練(4月12日)が非公開だっ
たことに対して反発 [南日

本新聞]

・全国高校体育連盟, 被災
した北東北を開催地とす
る今夏の高校総体を予定
通り実行する方針を4月
13日までに固めた [A]

・日本体育協会,被災した選
手に対し国体の参加資格
を緩和する特例措置を設
けることを決定 [A]

・日本高校野球連盟,被災し
た選手や学校を救済する
ための特例措置を発表 [A]

・女優の新垣結衣らが所属
する芸能事務所レプロエ
ンタテインメント, 創立
20周年を記念した社会貢
献活動を決定。全国を自
転車で走り,募金活動を行
う [NS]

・米歌手レディーガガ, 6月
に来日決定。MTVが幕張
メッセで開催する「ビデ
オ・ミュージック・アワー
ド・ジャパン」に出演との
報道 [NS]

・出版科学研究所調べによ
ると, 4月13日時点で, 雑
誌の発売中止が30点, 延
期360点にのぼる [NK]

・神奈川県平塚市,福島県から避難してきた小中学生を励ま
そうと,大蔵律子市長と子どもたちの茶話会を市役所で開
催 [A]

・かながわ県民活動サポートセンター, 被災地支援ボラン
ティアに関する情報を電子メールで配信する際, 全員の
メールアドレスが分かってしまう方法で誤送信したと発
表 [KS]

・埼玉県教育委員会,県内に避難した児童・生徒の小～高校
での受け入れ状況をとりまとめ。1053人が転入学。14人
の臨時的任用教員を増員 [S]

・埼玉県横瀬町横瀬の横瀬川と武甲温泉の間に約100本のこ
いのぼり。「みんなで支えようがんばろう日本」の横断幕
も掲げられる [A]

・千葉県松戸市・鴨川市・白子町で,これまで受け入れた県
外から県内への一時避難者は4月13日時点で約530人 [A]

・茨城県警, 被災者を対象に, 運転免許証や自動車保管場所
標章など計33種類の証明書の申請,許可証の再交付にかか
る手数料を免除すると発表 [I]

・茨城県鉾田市の鬼沢保平市長,同市当間で余震の震度が県
最大となるケースが多発していることをうけ,水戸地方気
象台に対し震度計の値を慎重に検討した上で発表するよう
要望 [I]

・住友金属工業,停止していた鹿島製鉄所の熱延工場で圧延
を再開したと発表 [I]

・栃木県,「風評被害を吹き飛ばせ」と安全性のPRに奔走。
東京で始まった「とちぎの農産物応援セール」には,福田
富一知事も販売の先頭に立つ予定 [A]

・群馬県,伊勢崎市のホウレンソウと高崎市のカキナについ
て4週連続で放射性物質が国の暫定基準値を下回ったと発
表。前橋市・高崎市・甘楽町のホウレンソウや館林市のカ
キナも基準値以下 [J]

・群馬県,沼田・中之条・東吾妻・川場の各市町村で生産さ
れた生乳について,放射性物質がいずれも基準値を下回っ
たと発表 [J]

・「即応予備自衛官」への災害命令書の交付が始まり,群馬県
内でも1997年の制度発足以来初めて招集。80人が被災地
に派遣される [J]

・自治体が定めた指定避難所のうち100ヵ
所以上が津波に襲われ, 流失や被害に
遭ったことが共同通信の集計で判明 [FP]

・福島県が行っている緊急放射線量調査地
点705地点のうち17地点で毎時10マイク
ロシーベルトを超えた [FP]

・原子力安全委員会, 1年間の積算被ばく放
射線量10ミリシーベルトを登校の可否な
どの目安にすべきとの見解を提示 [FP]

・政府,福島県東部の5市8町3村で採れた露
地栽培のシイタケの出荷制限を指示。飯
舘村産の露地シイタケについては摂取制
限も指示 [FP]

・菅首相,福島第1原発から半径30キロ圏内
などの地域について「当面住めないだろ
う」との認識を示した [FP]

・計画的避難区域として全村避難を迫られ
ている飯舘村, 全行政区での座談会を開
始。補償や家畜対策などで住民から不満
が噴出 [FP]

・飯舘村で, 乳幼児らの村外避難が開始。
避難を希望する3歳未満の乳幼児と保護
者,妊婦13世帯38人が申込み,飯坂温泉の
旅館などに避難を開始 [FP]

・震災後に県内各地へ避難した後, 更に旅
館など別の場所に移る2次避難者, 4月13
日までの累計で10000人を超えた [FP]

‐厚労省,岩手・宮城・福島3県に仮設の診
療所や歯科診療所など約50ヵ所の設置を
決定 [FP]

・長野県の阿部知事, 福島県の佐藤知事に
対し,約3万人の避難者受け入れが可能な
ことを伝える。コミュニティごとに避難
者受け入れる取組を実施 [FP]

・双葉町の町民2名, 福島第1原発事故をう
けて埼玉県加須市へ「集団移転」した町
の対応について, 県外移転に至った経緯
と理由の説明を求める公開質問状を井戸
川町長宛てに送付 [A]

・埼玉県加須市に集団避難している双葉町
民約700人に実施したアンケートによる
と,就職あっせんを希望した188人のうち
145人が加須市で就職を希望 [FP]

・福島大学, 4月13日までに原発事故を調
査・研究する「うつくしまふくしま未来
研究センター」を創設。全学を挙げた組
織で,県内の復興を支援 [FP]

‐国指定重要無形民族文化財「相馬野馬
追」, 震災の影響で今年の開催が危ぶま
れていたが,開催決定 [FP]

・宮城県,被災者が入居する仮
設住宅について,大津波で浸
水したエリアに建設しない
方針を決定 [W:河北新報]

・宮城県, 災害廃棄物を運び
入れて焼却・破砕処理する2
次仮置き場の用地を4月中に
決定する方針を表明 [W:河北

新報]

・宮城県内の水田1万ヘクター
ルが大津波で浸水し, うち
8500ヘクタールで2011年産
米が作付けできない可能性
の高いことが判明 [W: 河北

新報]

・宮城県災害義援金配分委員
会, 宮城県庁で初会合を開
催。死者・行方不明者1人当
たり35万円を配分すること
を決定 [W:河北新報]

・仙台空港, 旅客機の運航を
再開。新幹線が復旧してい
ないため, 全日空は1日3往
復の羽田-仙台の臨時便を運
航 [Y]

・仙南交通ほか18社,仙台空港
アクセス鉄道代替バス(仙台-
仙台空港)の運行を開始 [W:

国交省]

・洋野町,住家に被害を受けた
町民に対し,町が受けた義援
金の中から1世帯につき最高
10万円の一時見舞金を支給
すると発表。15日にも口座
振り込みなどで支給 [W:岩手

日報]

・大船渡市, 東日本大震災の
被災者支援事業として, が
れき撤去と分別作業の従事
者を500人程度募集すると発
表 [W:岩手日報]

・韓国:消防防災庁, 4月13日ま
でに震災を巡る韓国救助隊
の活動報告をとりまとめ [A]

・台湾:東日本大震災に伴う台
湾からの義援金, 4月13日ま
でに48億5374万台湾ドル(約
139億円)。1人当たり約600
円で,おそらく世界最大 [M]

・ロシア:国営原子力企業ロス
アトムのキリエンコ社長,日
本政府が福島第1原発事故の
評価を「レベル7」に引き上
げたことについて,経済的な
動機に基づいた誇大評価で
はと疑念を提示 [A]

・フランス:来年4月の大統領
選に,地球環境の破壊を告発
するテレビ番組の人気司会
者だったニコラ・ユロ氏が
出馬の意向を表明 [A]

Wed.
13

Apr.

4月
13日
(水)
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Wed.
13

Apr.

4月
13日
(水)

11:42 空自:第3輸送航空隊C-1が救援物資(カップ
麺等)を福岡から松島まで空輸 [SDF]

12:55 空自:松島救難隊U-125A×1機・UH-60J×1
機が牡鹿半島西側及び南側にて捜索開始(17時00
分松島着陸) [SDF]

13:17海自:「くらま」搭載ヘリが寒風沢島の被災
者に支援物資(ガソリン)を輸送 [SDF]

13:42海自:「くらま」搭載ヘリが柱島の被災者に
支援物資(ガソリン)を輸送 [SDF]

15:17 空自:第1輸送航空隊C-130Hが救援物資(パ
ン)を名古屋から松島まで空輸 [SDF]

15:45海自:「しもきた」が大島の被災者に救援物
資(缶飯,水)を輸送 [SDF]

16:30海自:横須賀警備隊が宮城県石巻市中央市営
駐車場にて被災者220名に入浴・シャワー支援を
実施 [SDF]

16:30海自:機動施設隊が八戸市内の道路の災害ゴ
ミ処分支援を実施 [SDF]

18:00 海自:第2航空群が八戸地区被災者に受け入
れ支援(61名),入浴支援(18名),診療支援(2名),メ
ンタルヘルスケア(12名)を実施。住民輸送支援
も [SDF]
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Thu.
14

Apr.

4月
14日
(木)

07:35 茨城県北部を震源と
する地震,同県日立市など
で震度4 [Y]

12:09 福島県東部を震源と
する地震,同県いわき市な
どで震度4 [Y]

・国土地理院が被災した岩
手・宮城・福島三県での
地盤変化の状況を発表。
調査した沿岸部28地点す
べてで震災前より沈下し,
最大84センチメートル下
がっていた [A]

・厚生労働省のまとめによ
ると,震災で両親が死亡・
行方不明になっている18
歳未満の「震災孤児」が,
4月14日時点で, 岩手・宮
城・福島の三県で計101
人 [A]

・枝野官房長官,震災被災者
への支援金支給を大型連
休前に開始する方針を会
見で表明 [A]

・内閣府の東洋三副大臣,被
災者生活再建支援法の支
援金を申請書の受理後一
か月で被災者に支給する
考えを衆院災害対策特別
委員会にて表明 [A]

・東日本大震災復興構想会
議,第1回会合。同会議は3
月23日以降原則毎週土曜
日午後に開催。合間に検
討部会を週1～2回のペー
スで開き専門的な議論を
深める [A]

・天皇・皇后,東日本大震災
による津波で13人が犠牲
となった千葉県旭市を訪
問。今回の震災で被災地
を訪れるのは初 [A]

・秋篠宮夫妻,小千谷市総合
体育館にて被災者をお見
舞い。また避難者と地元
住民ボランティアとの活
動を視察 [皇室; 51]

・秋篠宮夫妻,長岡市志保の
里荘にて被災者をお見舞
い。また避難者による被
災者用仮説住宅部品組立
作業を視察 [皇室; 51]

10:17 東電福島第1原発で, 遠隔操
作の無人機を用いて4号機建屋周
の動画や写真を撮影 [A]

11:00過ぎ 原子力安全・保安院, 福
島第1原発2号機坑道の高濃度汚
染水の移送について, 14日7時の
時点で2.5センチ水位が下がった
と発表 [A]

16:00 東電福島事務所, 福島第1原
発の取水口近くなどを仕切る「シ
ルトフェンス」の設置が完了した
ことを発表 [A]

・東電,冷却に必要な電源供給が余
震の影響で度々途絶えることを
受けて, 福島第1原発1・2号機と
3・4号機それぞれの外部電源を
相互補完する工事を開始 [メルトダ

ウン]

・東電,福島第1原発2号機周辺の地
下水に含まれる放射性物質が,一
週間前に比べ17倍の濃さになっ
ていたことを発表 [A]

・原子力安全・保安院,福島第1原発
3号機圧力容器のふたと本体との
接合部付近の温度が急上昇(12日
は170度, 14日は254度)と発表 [メ

ルトダウン]

・原子力安全・保安院,福島第1原発
1～3号機から放出された放射性
物質は炉内にあった量の2%程度
との分析を公表 [メルトダウン]

・東芝の佐々木社長,福島第1原発1
～4号機につき最短10年で撤去し
更地に戻す廃炉計画を東電や経
産省に提案 [メルトダウン]

・原発事故の影響で事業休止に追
い込まれた福島県双葉町の会社
社長の男性,東電に対して損害賠
償金計4440万円の仮払を求める
可処分を7日東京地裁に申し立て
たことが判明。東電側は14日,申
し立ての却下を求める答弁書を
提出 [A]

04:30 陸自:第13旅団が相馬市にて給食支援を開
始 [SDF]

05:03陸自:第12旅団が南相馬市にて吸水ポンプの
輸送を開始 [SDF]

05:21陸自:第4師団が南三陸町,気仙沼市にて捜索
を開始 [SDF]

05:21 陸自:第5施設団が新地町, 南相馬市, いわき
市にて捜索を開始 [SDF]

05:54 空自:北空派遣隊(山田)が給水支援を開
始 [SDF]

06:00 陸自:第14旅団が女川市にて給食支援を開
始 [SDF]

06:17陸自:第13旅団が田人町にて捜索を開始 [SDF]

06:30 陸自:第12旅団が相馬市にて医療支援を開
始 [SDF]

06:30 陸自:第14旅団が女川市にて輸送支援を開
始 [SDF]

06:30 陸自:第5旅団が石巻地区にて捜索を開
始 [SDF]

07:00空自:松島基地が給水支援を開始 [SDF]

07:00 陸自:第10師団が亘理町, 山元町にて捜索を
開始 [SDF]

07:04陸自:第14旅団が雄勝町,長面浦,釜谷水没地
域にて捜索を開始 [SDF]

07:13 陸自:第13旅団が新地町にて輸送支援を開
始 [SDF]

07:25海自:第72航空隊ヘリが被災地周辺での捜索
救難飛行を実施 [SDF]

07:25空自:北空派遣隊(山田)が瓦礫撤去作業,道路
啓開作業を開始 [SDF]

07:28 空自:北空派遣隊(山田)が物資輸送を開
始 [SDF]

07:29原子力:CH-47(サーモグラフィ・放射線測定
器搭載)×1機が福島第1原発上空モニタリング開
始(07時54分終了) [SDF]

07:30海自:第25航空隊ヘリが被災地周辺での捜索
救難飛行を実施 [SDF]

07:30 陸自:第5旅団が牡鹿地区にて捜索を開
始 [SDF]

07:30 陸自:北部方面施設隊が気仙沼市, 南三陸町
にて捜索を開始 [SDF]

07:36 空自:松島基地が校庭の泥撤去作業を開
始 [SDF]

07:40 陸自:第12旅団が南相馬市にて捜索を開
始 [SDF]

07:46空自:北空派遣隊(山田)が炊出を開始 [SDF]

07:56空自:大滝根分屯基地が給食支援を開始 [SDF]

08:00陸自:第6師団が仙台市,東松島市にて捜索を
開始 [SDF]

08:05海自:「くらま」搭載ヘリが野々島の被災者
に救援物資(水)を輸送 [SDF]

08:11 空自:松島救難隊U-125A×1機・UH-60J×1
機が歌津崎から岩井崎までの捜索を開始 [SDF]

08:18空自:北空派遣隊(山田)が捜索を開始 [SDF]

08:33空自:松島基地が瓦礫撤去作業を開始 [SDF]

08:34 原子力:偵察航空隊RF-4×1機が原発の航空
偵察(写真撮影)のため百里を離陸(09時07分百里
着陸) [SDF]

08:47空自北空派遣隊(山田)が巡回診療開始 [SDF]

09:03 海自:第4航空群固定翼機が被災地周辺での
捜索救難飛行を実施 [SDF]

09:20空自:松島基地が医療支援を開始 [SDF]

09:35海自:「おおなみ」搭載ヘリが野々島の被災
者に支援物資を輸送 [SDF]

・米エネルギー
省が放射能汚染
水を貯蔵できる
大型タンク5基
や汚染水用の特
殊タンクを備え
た改良型トレー
ラーを日本に輸
送していること
を, 在日米国大
使館が表明 [A]

・米国務省, 福島
第1原発80キロ
圏内の外側を対
象とした渡航延
期勧告を解除。
在東京米大使館
職員の家族らに
対する国外への
自主避難許可措
置も解除。80キ
ロ圏内の米国人
への避難勧告は
継続 [A]

04:50 JR只見線が全線で運行再開 [震災と

鉄道全記録]

09:00時点 NTT東日本が福島・宮城・岩
手・青森・山形・秋田・茨城・栃木・群
馬・千葉・埼玉・神奈川・新潟・東京・
長野・山梨の各都県で設置した特設公
衆電話は計2,097台 [W: NTT東日本]

09:00時点 NTT東日本が青森・岩手・宮
城・秋田・山形・福島・茨城・栃木・
群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・新
潟・山梨・長野の各都県で設置したイ
ンターネット接続コーナーは計251 [W:

NTT東日本]

10:00東日本大震災および14日までの余
震による土砂災害,青森・岩手・宮城・
山形・福島・栃木・群馬・茨城・千葉
の各県で少なくとも計77件を確認 [W:

国交省]

16:30常磐道,いわき勿来IC-いわき湯本
IC間の復旧作業が完了し通行止め解
除。通行止めは原発避難区域の常磐
道いわき四倉IC-常磐富岡IC間のみ [W:

NEXCO]

・三陸鉄道の望月社長,東北地方の他の
鉄道事業者と共に国土交通省を訪れ復
旧支援を要請 [A]

・JR東海が計画するリニア中央新幹線
の実現可能性を検討する国交省の審議
会, 東日本大震災級の地震が発生した
際のリニアの耐震性について, 乗客の
安全確保は可能との結論 [A]

・気仙沼市(ガス水道部), 供給区域の全
て(1,140戸)が全戸復旧完了 [W:日本ガス

協会]

・NTTドコモ, 福島第1原発20km圏内の
発電所付近及びJヴィレッジから発電
所間の国道6号線沿線でFOMAサービ
スの提供を開始 [W:ドコモ]

・ソフトバンクモバイル,震災前とほぼ
同等のエリアカバーを回復。203の基
地局は甚大な被害なため復旧せず [W:

ソフトバンクモバイル]

・住友金属工業,鹿島製鉄所の被害によ
り2011年3月期に約600億円の特別損
失を計上する見込みと発表 [S]

・経済同友会,福岡市で全国セミナーを
開催。震災復興に向けたアピールを発
表 [A]

・全国農業共同組合中央会の茂木会長,
枝野官房長官・,鹿野農水相・岡田民主
党幹事長・谷垣自民党総裁らを訪問。
被災地や生産・出荷に支障が出た地域
の農業再建に万全を期すよう要請 [メル

トダウン]

・菅政権,津波の被害を受けた農地の復
旧に向け, 海水に浸かった農地から塩
分を取り除く事業に対し, 国が直接補
助できる制度の創設を決定 [A]

・厚労省,市町村長による火葬許可証が
発行されない場合でも代替措置により
焼骨の埋蔵等を認める特例措置を各都
道府県に通知 [W:厚労省]

・警察庁が,震災被害が特に大きい岩手・
宮城・福島への警察の派遣部隊を1060
人増員し, 計約4500人態勢とすること
を決定 [A]

・土木学会など3学会の合同調査団,被
災状況の速報を発表。青森～福島各
県の21市町村で,土木構造物のほか,
ライフラインや市街地の被災状況を
調査 [A]

・日本技術士会, 第2回防災会議を開
催。「東日本大震災の復興支援への
取り組みについて(案)」の内容など
を確認 [W:日本技術士会]

・第1回建築関連団体災害対策連絡会。
日本建築学会が事務局となり, 日本
建築士会連合会, 日本建築士事務所
協会連合会,日本建築家協会,日本建
築学会, 日本都市計画学会, 日本都
市計画家協会による会議を開催 [W:

日本建築士会連合会]

・仙台弁護士会,「東日本大震災被災
地復興支援に関する第1次緊急提言」
を発表 [W:仙台弁護士会]

・日本薬剤師会の児玉会長,細川厚労
相・大塚厚労副大臣・岡本厚労政務
官を訪問し, 薬剤師による救援活動
の現状報告と震災に係る支援活動
及び復興に向けた要望書を提出。ま
た山本副会長らが民主党・被災者健
康対策チーム会合に出席 [W:日本薬剤

師会]

・日本歯科医師会・日本歯科医師連
盟が,細川厚労相と大塚厚労副大臣,
民主党災害対策本部, 岡田民主党幹
事長に「東北地方太平洋沖地震にお
ける地域歯科医療――復興支援に係
る国庫補助等の要望について」を提
出 [W:日本歯科医師会]

・日本原子力学会編集委員会,大震災
による福島原子力発電所事故に関連
した研究論文募集を呼びかけ。投稿
された論文は迅速な審査により可能
な限り早く公開 [W:日本原子力学会]

‐国立がん研究センター,被ばく線量
が250ミリシーベルト以下での職場
環境が保たれない場合に自己の末梢
血幹細胞を保存しておくことを提
案 [W:国立がん研究センター]

・北海道大学の池田元美をはじめ6名
が発起人となり「震災にともなう海
洋汚染に関する相談会」開催。日本
海洋学会と日本学術会議が後援 [W:

日本海洋学会]

・日本学術会議,第13回東日本大震災
対策委員会を開催 [W:日本学術会議]

・東日本大震災復興構想会議, 第1回
会合。同会議は3月23日以降原則毎
週土曜日午後に開催。合間に検討部
会を週1～2回のペースで開き専門
的な議論を深める [A]

・野村総合研究所,「震災復興支援プ
ロジェクト」の一環として「被災地
の声 分析レポート」の無償提供を
開始 [W:野村総合研究所]

Disaster, Infrastructure and Society : Learning from the 2011 Earthquake in Japan No.1 2011

190 (178)



市民社会 原発事故の影響 文化/風俗/メディア 東京圏/計画停電 福島県 宮城県 岩手県 海外動向

・原子力資料情報室,緊急院
内集会(3回目)を実施。政
府・東電の事故対応の問
題点を検討 [W:原子力資料情

報室]

・通信労組, 東日本大震災
への復興・支援に内部留
保の1兆円規模を活用する
ことと,労働者の大幅賃上
げ・非正規雇用労働者の
正規化を含む雇用の安定
確保をはかるようNTTグ
ループに対して緊急の要
請行動に取り組むことを
決定 [W:通信労組]

・栃木県, 国の要請をうけ
て出荷制限していたカキ
ナと自主的な出荷制限を
業者に要請していた春菊
について,制限の解除を発
表 [A]

・全国農業協同組合中央会
の茂木会長,東電本社を訪
問。清水社長に抗議文を
手渡す [A]

・全国銀行協会の奥会長,原
発事故の損害賠償は大半
を政府が負担すべきとの
考えを定例記者会見で表
明 [A]

・愛媛県の中村知事,原子力
防災計画,対象範囲を拡大
する考えを表明 [A]

・サッカーJ1清水が, オラ
ンダ1部リーグの名門ア
ヤックスと復興支援の
慈善試合。入場料など
の収益と約2週間の募金
活動で, 計約600万ユーロ
(約7億2600万円)が集まっ
た [A]

・結合双生児として生まれ,
日本で分離手術を受けた
グエン・ドクさん(30), 義
援金を携えて来日。「第二
の故郷の日本の人々に恩
返ししたい」 [A]

・シドニー五輪マラソン金
メダリストの高橋尚子が
岩手県陸前高田市の避難
所を訪問。握手・炊き出
し行う [NS]

・石原軍団, 4月14日から20
日まで石巻市で炊き出し
を実施 [NS]

・俳優の渡辺謙が宮城県石
巻市の地元コミュニティ
FMに出演 [NS]

・歌手の松任谷由美がチ
ャリティー企画を発表。
代表曲を17年ぶりに録音
し, itunesで配信限定で発
売 [NS]

・松竹,山田洋次監督の映画
「東京家族」の製作を, 震
災の影響で来年に延期す
ると発表。脚本も手がけ
る山田監督は「戦後最大
の災害を経た2012年春の
東京を舞台にした物語こ
そ描くべきだ」とコメン
ト [A]

・東大工学系研究科都市工
学専攻教授, 皇太子に進
講 [皇室; 51]

・秋篠宮夫妻,新潟県長岡市
役所にて避難者受入れ状
況等を聴取 [皇室; 51]

・観光庁, 3月の訪日外国
人旅行者数が前年同月比
50.3%減の35万2,800人に
なったと発表 [メルトダウン]

・東京都議会民主党,清涼飲料水の自動販売機の節電を努力
義務とする条例案をまとめた [A]

・東京都足立区,区内の都営住宅に避難している被災者を対
象に,区リサイクルセンターあだち再生館で販売している
品物の無償提供を開始 [A]

・天皇・皇后,東日本大震災による津波で13人が犠牲となっ
た千葉県旭市を訪問。今回の震災で被災地を訪れるのは
初 [A]

・茨城県常陸太田市,東日本大震災の災害ごみとして大量に
搬入された大谷石を希望者に無償配布 [I]

・茨城県常陸太田市, 市議会の要望をうけ, 独自の支援制度
創設を決定。農業従事者に配慮し,物置の修繕に関する規
定も設けられる [I]

・一部地域で断水が続く茨城県神栖市,水量不足のため再び
断水する可能性が出てきたことから,計画停電ならぬ「計
画断水」を実施 [I]

・茨城県ひたちなか市議会,臨時議会を開催。復旧や被災者
支援など災害対策関連で計約93億6500万円に上る本年度
補正予算案などを全会一致で可決,承認 [I]

・風評被害に関する対応協議会,茨城県かすみがうら市役所
で開催。4月末に東京都内で物産フェアを開き,農産物や加
工品の安全性をアピールすることなどを決定 [I]

・水戸観光協会の役員ら,茨城県庁を訪問。橋本昌知事に偕
楽園と弘道館の早急な復旧などを求めた緊急要望書を提
出 [I]

・休漁を余儀なくされている茨城県大の洗町漁協,漁業者・
漁協への支援措置を求める要望書を町に提出。船修繕など
に対する補助を求める [I]

・茨城県小型船漁業協議会と県底引網漁業協議会,自粛を要
請されているコウナゴ以外の漁の再開を決定 [I]

・水産加工業者で作る茨城県水産加工業協同組合連合会,東
電茨城支店に対し,放射能汚染水の放水などについて抗議。
風評被害への補償も求める [I]

・住友金属工業, 鹿島製鉄所の被害により2011年3月期に約
600億円の特別損失を計上する見込みと発表 [S]

・国際的なジャズトランペット奏者の日野皓正,潮来市立日
の出中学校で「“笑顔絶やさずがんばれ潮来市ッ”ライブ」
を開催 [I]

・サッカー・J1の名古屋の田中マルクス闘莉王と楢崎正剛,
茨城県水戸市飯富町の市立飯富小を訪れ,子どもたちを激
励 [I]

・反原発の7団体, 原子力施設の被災に関する情報公開や東
海第2原発の再開断念などについて茨城県と日本原子力発
電などに申し入れ [I]

・栃木県,国の要請をうけて出荷制限していたカキナと自主
的な出荷制限を業者に要請していた春菊について,制限の
解除を発表 [A]

・群馬県渋川市,「市経済対策会議」を開催。長引く自粛ムー
ドによる地域経済の落ち込みを懸念し,阿久津市長が市内
44団体関係者に「自粛を自粛してほしい」と呼び掛け [J]

・福島県, 被災者向けの住宅を当初の目標
より1万5000戸増やし3万5000戸用意す
ると発表 [A]

・福島県, 4月14日時点での双葉郡8町村の
住民の所在確認状況を発表。人口73986
人に対し, 所在が確認できたのは71%の
52273人 [FP]

・福島県警, 4月14日より福島第1原発10キ
ロ圏内で初めて集中的な捜索を実施。初
日は浪江町の請戸地区が中心 [FP]

・福島県では, 2011年のコメ生産目標のう
ち, 35000トン(水田6,500ha)分の生産を
断念。他の都道府県に代わりに生産して
もらう [FP]

・南相馬市水田農業推進協議会, 市内全域
で今年産米の作付けを行わないことを決
定 [FP]

・福島県鮑雲丹増殖協議会, 今シーズのア
ワビ・ウニ漁の見送りを決定。出漁見送
りは初めて [FP]

・富岡町, 郡山市のビッグパレットふくし
まに置いた災害対策本部などの役場機能
を, 同施設内に設置したプレハブ事務所
棟に移し,業務を開始 [FP]

・JR東日本仙台支社,津波被害を受けた沿
岸部の在来線について「復旧には年単位
かかる」との見通しを提示 [FP]

・新地町の新地高校, 浜通で震災後初とな
る入学式を開催 [FP]

・郡山市の郡山東高校, 体育館に設けた特
別教室で授業をスタート [FP]

・郡山市に仮役場のある富岡町と川内村,
全小・中学生について今後の就学費用を
全額補助すると決定。浪江町は2次避難
先の児童・生徒の給食費を負担 [FP]

・福島県から千葉県に避難した子どもが
「放射線がうつる」などと言われいじめ
られていたとの報告が, 3月に教育委員会
にあったことが判明 [FP]

・宮城県, 13市町にある県営
住宅40カ所で, 新たに計65
戸が被災者向けに提供でき
るようになったと発表 [W:河

北新報]

・宮城県警,安置所に収容して
いる身元不明の遺体の写真
を,沿岸部を中心とする警察
署・駐在所などで閲覧でき
るようにした [W:河北新報]

・村井県知事,東日本大震災復
興構想会議の初会合に出席
し,農漁業の再生や持続的な
生活基盤の構築などを訴え
た [W:河北新報]

・岩手県議会,東日本大震災へ
の対応を協議する連絡本部
会議を開催。9月をめどに仮
設住宅を完成させる県の方
針に,沿岸出身の議員からは
「遅すぎる」と批判の声 [W:

岩手日報]

・岩手県,震災で飼い主が分か
らなくなるなどし,動物病院
などに保護された犬や猫が
計57匹(4月10日時点)いると
発表。ホームページで情報
を公開 [W:岩手日報]

・山田町山田の国道45号, 仮
設道路が完成し通行可能に。
これまでの迂回路よりも約
700メートル短縮 [W:岩手日報]

・国土地理院,岩手本県沿岸な
ど大震災被災地の水準点や
三角点の高さの調査結果を
公表。陸前高田市小友町で,
調査地点で最大となる84セ
ンチの地盤沈下を記録 [W:岩

手日報]

・日本政府観光局がまとめた推
計値によると, 3月に来日し
た外国人は35万2800人。前
年同月より50.3%減少 [A]

・オーストリア:ウィーン少年
合唱団が被災者を支援する
チャリティー公演をウィー
ンで開催 [A]

・中国:東日本大震災の被災者
に心理指導を行うため,中国
香港災後心理ケア協会によ
るボランティアチームが日
本に出発。東北の被災地で5
日間活動する予定。1年間で
20回被災地を訪問する長期
計画 [RJ]

‐中国:ニューヨーク在住の
30人あまりの中国人書画家,
シェラトン・ラガーディア
イーストホテル内のアート
ギャラリーでチャリティー
バザーを開催。同時に寄付
金集めも実施。売上と寄付
金は,東日本大震災の被災者
に寄贈 [RJ]

・原子力安全条約の再検討会
議が閉幕。福島第1原発事故
を踏まえ世界規模で原発の
安全対策強化を話し合う特
別会合を来年8月に開催する
ことで合意 [A]

Thu.
14

Apr.

4月
14日
(木)
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Thu.
14

Apr.

4月
14日
(木)

09:38海自:「おおなみ」搭載ヘリが寒風沢島の被
災者に支援物資を輸送 [SDF]

10:07 空自:第1輸送航空隊C-130Hが救援物資(パ
ン)を名古屋から松島まで空輸 [SDF]

10:12海自:「ゆら」が函館から大湊へ陸自トラッ
ク2台,ガソリン等ドラム缶96本を輸送 [SDF]

10:17海自:「さわゆき」が大島長崎港にて被災者
55名に入浴支援を実施 [SDF]

10:21海自:「おおなみ」搭載ヘリが朴島の被災者
に支援物資を輸送 [SDF]

10:26空自:松島基地が炊出を開始 [SDF]

13:09 空自:北空派遣隊(山田)が燃料輸送を開
始 [SDF]

13:39海自:「せとぎり」が大島長崎地区の被災者
37名に入浴支援を実施 [SDF]

14:04 空自:第3輸送航空隊C-1が救援物資(民生品)
を福岡から松島まで空輸 [SDF]

14:25空自:第1輸送航空隊C-130Hが救援物資(民生
品)を福岡から松島まで空輸 [SDF]

14:38海自:「ましゅう」が気仙沼大島の被災者に
救援物資(毛布1000枚)を輸送 [SDF]

15:00海自:「せとぎり」医療班が平成の森の被災
者6名に医療支援を実施 [SDF]

15:15海自:「ぶんご」が大島対策本部に救援物資
(灯油,ガソリン,水)を提供 [SDF]

15:23 空自:第1輸送航空隊C-130Hが救援物資(パ
ン)を名古屋から松島まで空輸 [SDF]

15:27海自:第4航空群固定翼機が漂流漁船を視認,
海上保安庁に通報 [SDF]

15:40海自:「くらま」が野々島にて被災者31名に
医療支援等を実施 [SDF]

16:00海自:機動施設隊が八戸市内道路の災害ゴミ
処分支援 [SDF]

16:09海自:第4航空群固定翼機が漂流漁船を視認,
海上保安庁に通報 [SDF]

16:45 海自:横須賀警備所が宮城県石巻市中央市
営駐車場にて234名の被災者に入浴支援を実
施 [SDF]

18:00 海自:第2航空群が八戸地区の被災者に受け
入れ支援(60名),入浴支援(15名),メンタルヘルス
ケア(11名),児童通学支援(延べ6名)を実施 [SDF]

・野村総合研究所,宮城県の震災復興
計画の策定を全面的に支援すること
で宮城県と合意したことを発表 [W:

野村総合研究所]
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Thu.
14

Apr.

4月
14日
(木)
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Fri.
15

Apr.

4月
15日
(金)

・参院本会議, 震災での世
界各国・地域, 国際機関,
NGOなどから寄せられた
支援への感謝決議を全会
一致で採択 [A]

・菅首相, JA福島中央会の
庄條徳一会長らと面会 [A]

・公明党の山口代表,福島県
の佐藤知事を訪問 [A]

・国民新党の亀井代表と新
党日本の田中代表,福島県
の佐藤知事と会談 [A]

・G20財務相・中央銀行総
裁会議が現地時間14日夜
ワシントンで開幕。日本
は福島原発事故について,
情報の迅速な提供を表明
するとともに,輸入制限な
どが広がらないよう各国
に協力を要請 [A]

13:00 東電の清水社長, 福島第1原
発事故による避難住民に, 1世帯
あたり100万円の賠償金を仮払い
すると発表 [A]

14:00 東電の清水社長の後任とし
て電気事業連合会の会長に就い
た関西電力の八木誠社長が会見。
今後の原発の新増設について「わ
れわれが言及できる段階にない」
[A]

14:30 福島第1原発2号機の取水口
付近に,汚染水を食い止めるため
の鉄板(全7枚)が設置完了 [A]

15:45 福島第1原発2・3号機の取水
口付近3カ所に, ゼオライト入り
の土嚢を投入。ゼオライトは放
射性物質のセシウムを吸着させ
る性質がある [A]

・東電, 福島第1原発1～3号機の淡
水注入を仮設ディーゼル電源か
ら外部電源へ切替え。また4号機
の使用済み核燃料プールへの放
水量が7,500tを超えたと集計 [メル

トダウン]

・東電と原子力安全・保安院, 4月4
日～15日にかけて福島第1原発か
ら意図的に海へ放出された比較
的低濃度の放射能汚染水が合計1
万393tに上ったことを発表 [A]

・日本原子力学会原子力安全調査
専門委員会, 福島第1原発1～3号
機で燃料の一部が溶け圧力容器
の底にたまり冷えているとの見
解を公表 [メルトダウン]

・原子力損害賠償審査会が初会
合 [メルトダウン]

・筒井農水副大臣,東電に対し「農
漁業者, 酪農畜産業者も(一時金
の)対象にしてほしい」と要請 [メ

ルトダウン]

・全国銀行協会の奥会長(三井住友
フィナンシャルグループ会長),東
電の巨額の損害賠償につき「政府
として力強く支援を約束してい
ただきたい」 [メルトダウン]

04:30 陸自:第13旅団が新地町にて給食支援を開
始 [SDF]

06:25 陸自:第10師団が名取市, 岩沼市, 亘理町, 山
元町にて捜索を開始 [SDF]

06:40陸自:第13旅団が田人町にて捜索を開始 [SDF]

07:00 空自:北空派遣隊(山田)が物資輸送を開
始 [SDF]

07:00 陸自:第2施設団が宮城県各地域の道路啓開
等,応急復旧作業を開始 [SDF]

07:01空自:松島基地が捜索を開始 [SDF]

07:07空自:松島基地が給水支援を開始 [SDF]

07:12海自:「ぶんご」が大島対策本部に支援物資
(軽油)を提供 [SDF]

07:27 空自:北空派遣隊(山田)が瓦礫撤去を開
始 [SDF]

07:30空自:松島基地が住吉小学校の校庭の泥撤去
を開始 [SDF]

07:32 空自:北空派遣隊(山田)が給食支援を開
始 [SDF]

07:35空自:北空派遣隊(山田)が捜索を開始 [SDF]

07:39 空自:北空派遣隊(山田)が巡回診療を開
始 [SDF]

07:50 陸自:第12旅団が福島県東部にて捜索を開
始 [SDF]

07:50 陸自:第14旅団が宮城県北部にて捜索を開
始 [SDF]

07:55 陸自:第9師団が岩手県南部にて捜索を開
始 [SDF]

07:57 空自:大滝根山分屯基地が給食支援を開
始 [SDF]

08:00 陸自:第12旅団が南相馬市にて捜索を開
始 [SDF]

08:00 陸自:第1特科団が気仙沼市にて瓦礫除去を
開始 [SDF]

08:22陸自:第12旅団が南相馬市にて巡回在宅診療
を開始 [SDF]

08:26海自:「すおう」が気仙沼大島の被災者に支
援物資を輸送 [SDF]

08:28 空自:松島基地が環境整備(大曲コミュニ
ティーセンター清掃)を開始 [SDF]

08:41 空自:第1輸送航空隊C-130Hが救援物資(パ
ン)を名古屋から松島へ空輸 [SDF]

08:50海自:「すおう」が気仙沼市に支援物資を輸
送 [SDF]

08:56空自:松島基地が瓦礫除去を開始 [SDF]

09:00 空自:北空派遣隊(山田)が燃料支援を開
始 [SDF]

09:00 陸自:第13旅団が福島県西部にて捜索を開
始 [SDF]

09:15空自:松島基地が医療支援を開始 [SDF]

10:08海自:「せとぎり」が大島の被災者16名に入
浴支援を実施 [SDF]

10:09海自:「さわゆき」が大島の被災者17名に入
浴支援を実施 [SDF]

10:11 空自:第1輸送航空隊C-130Hが救援物資(パ
ン)を名古屋から松島へ空輸 [SDF]

10:26 海自:「しもきた」が桂島, 野々島の被災者
に入浴支援(122名)を実施。また, 支援物資を輸
送 [SDF]

11:21空自:松島基地が給食支援を開始 [SDF]

11:25海自:第2航空群固定翼機が漂流漁船を視認,
海上保安庁に通報 [SDF]

12:30 海自:横須賀警備所が宮城県石巻市中央市
営駐車場にて180名の被災者に入浴支援を実
施 [SDF]

・トモダチ作戦
に参加したトス
空軍大佐(嘉手
納基地所属), 米
ワシントンの記
者団に電話で会
見 [A]

00:00岩手・宮城・福島3県の公衆電話約
1万2800台で, 通話料の無料サービス
が終了 [A]

06:20 JR水郡線が全線で運行再開 [震災と

鉄道全記録]

06:25 JR磐越東線が全線で運行再開 [震

災と鉄道全記録]

09:00時点 NTT東日本が福島・宮城・岩
手・青森・山形・秋田・茨城・栃木・群
馬・千葉・埼玉・神奈川・新潟・東京・
長野・山梨の各都県で設置した特設公
衆電話は計2,064台 [W: NTT東日本]

09:00時点 NTT東日本が青森・岩手・宮
城・秋田・山形・福島・茨城・栃木・
群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・新
潟・山梨・長野の各都県で設置したイ
ンターネット接続コーナーは計251 [W:

NTT東日本]

・はらまち旅行, JR常磐線代替バス(原ノ
町-仙台)を運行開始 [W:国交省]

・東電,震災で落ち込んだ電力供給力を
7月末までに最大5200万キロワットま
で増やせるとの見通しを発表 [A]

・常磐共同ガス,いわき市の一部(14,572
戸)が全戸復旧完了 [W:日本ガス協会]

・国交省,「下水道地震・津波対策技術検
討委員会」の第1回委員会を開催。「下
水道施設の復旧にあたっての技術的緊
急提言」をとりまとめ [W:国交省]

・政府,被災した農林漁業者の再建を低
利融資で支えるための暫定措置法を発
動する政令を閣議決定 [A]

・公立小学校1年生の1クラスあたりの上
限数を35人に引き下げる義務教育改正
法が参院本会議で可決。被災した児童
の心のケアにあたるスクールカウンセ
ラーの配置や学校施設の耐震化を求め
る付帯決議も [A]

・日本建築学会第2回東北支部災害調
査委員会,開催 [建築雑誌; No.1622]

・日本建築学会東北支部, 「東北
地方太平洋沖地震災害調査速
報(16)(17)(18)」を発表 [建 築 雑 誌;

No.1622]

・日本建築学会東海支部,福島県須賀
川周辺で, 文科省文教施設の調査を
実施。4月17日まで [建築雑誌; No.1622]

・日本都市計画学会, 防災・復興問
題研究特別委員会第4回準備会を開
催 [W:日本都市計画学会]

・日本都市計画家協会,震災復興プロ
ジェクトチームが打ち合わせ [Plan-

ners; Vol.67]

・都市再生機構,応急仮設住宅の建設
に係る支援要員を岩手・宮城・福島
3県に派遣 [W: UR]

・日本歯科医師会,岐阜県歯科医師会
の移動診療車1台を岩手県に派遣。
4月末まで [W:日本歯科医師会]

・国立感染症研究所感染症情報セン
ター, 被災地・避難所における予防
対策にむけ, 「被災地における麻し
んについて」を公表 [W: 国立感染症研

究所]

・日本海洋学会,震災対応ワーキング
グループを設置 [W:日本海洋学会]

・水産総合研究センター中央水産研
究所,自治体の分析担当者を対象に,
放射性物質に関する緊急時の検査法
の研修会を開催 [A]

・日本原子力学会, 「INES 評価のレ
ベル7への引き上げについて」と題
した記事を発表 [W:日本原子力学会]

・日本学術会議,東日本大震災に対応
する第六次緊急提言「救済・支援・
復興に男女共同参画の視点を」を発
表 [W:日本学術会議]

・日本学術会議,第14回東日本大震災
対策委員会を開催 [W:日本学術会議]

・福島大学, 福島第1原発から出た空
中の放射性物質の状況を調査するた
め, 福島市の大学構内で直径2メー
トル程の気球を飛ばし地表から高度
30キロまでの観測を開始。20日間
続ける [A]

・野村総合研究所, 「第6回提言 過程
における節電対策の推進」,「第7回
提言震災後のICTインフラ整備及び
ICT利活用のあり方」を発表 [W:野村

総合研究所]

・野村総合研究所,「震災復興支援プ
ロジェクト」の一環として「被災者
と支援者をつなぐフィードバック
メッセージ活用システム」の無償提
供を開始 [W:野村総合研究所]
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・NPO法人オンザロード,
シビック・フォースと協
働でボランティアビレッ
ジを新設。支援活動を開
始 [W:オンザロード]

・連合, 東日本大震災の救
済・復旧対策を求め厚労
省に要請 [W:連合]

・水産総合研究センター中
央水産研究所,自治体の分
析担当者を対象に,放射性
物質に関する緊急時の検
査法の研修会を開催 [A]

・フランス放射線防護原子
力安全研究所(IRSN), 福
島第1原発事故で大気に放
出された放射性物質が今
後1年間で, 同原発から北
西に向かう帯状の50～60
キロの範囲で,土壌に強い
影響を与える可能性があ
るとする報告書をとりま
とめ [メルトダウン]

・千葉県浦安市の東京ディ
ズニーランド,開園以来初
の1カ月以上の休園を経て
営業を再開 [A]

・俳優の渡辺謙,妻の南果歩
とともに岩手県陸前高田
市の避難所を慰問 [A]

・米ロックバンド,マイ・ケ
ミカル・ロマンスが被災地
支援のためチャリティー
ソング「Sing it for Japan」
を発表 [NS]

・皇后,皇居東御苑見学会に
参加した都内避難者と面
会 [皇室; 51]

・皇后,日本看護協会会長・
常任理事から「保健師の救
護活動について」聴取 [皇

室; 51]

・厚労省,震災の影響で内定
を取り消された人が218
人に上ると発表 [A]

・日本で開催予定の国際会
議の中止相次ぐとの報道。
神戸市や福岡市でも国際
会議やシンポジウムの中
止が決定 [A]

・石原都知事,都議会民主党が節電対策として清涼飲料水の
自動販売機の消費電力を抑制する条例案提出を目指してい
ることについて「1県1県が条例をつくるよりも政府がばっ
と政令を出したらいい。悪いことではないが,都の条例だ
けで,こんな国難は克服できない」と発言。首都圏の9都県
市で節電に向けた共同のルールをまとめ,国に導入を働き
かける意向 [A]

・神奈川県茅ケ崎市, 8月に予定されていた納涼花火大会「サ
ザンビーチちがさき花火大会」の中止を発表。東日本大震
災の影響を考慮 [KS]

・福島県双葉町の住民が避難する埼玉県加須市の旧騎西高
校近くの公園で花見が開催。約1カ月ぶりの酒宴に避難者
から笑顔がこぼれた [A]

・東京ディズニーランド,一か月ぶりに営業再開 [A]

・千葉県浦安市,ライフラインで唯一使用制限が続いていた
下水道について応急復旧作業が完了したと発表 [CN]

・千葉県船橋市教育委員会,避難してきた子どもたちへの対
応として「思いやりを持って接し,温かく迎える」などの
通知を全市立小中学校に出す [A]

・茨城県の橋本昌知事, 県議会議長, 県内沿岸9市町村長, 漁
業関係者らが官邸を訪問。放射性物質を大気や海に放出に
ついて事前連絡がなかったことを批判 [I]

・ひたちなか海浜鉄道, 湊線の運転再開が7月中旬になると
の見通し [I]

・茨城県内の漁協,底引き網漁を再開。茨城県北茨城市沖の
コウナゴから食品衛生法の暫定基準値を超える放射性物質
が検出され休漁に追い込まれていた [I]

・茨城県笠間市寺崎のあゆみ幼稚園で,園児らが東日本大震
災の復興を願い,手紙や絵,花の種を付けた風船約100個を
東北などの被災地に向けて放つ [I]

・スーパーのカスミ(本社茨城県つくば市), 一部を除く全店
で茨城県と被災地を含む6県の農産物の応援セールを開始。
地産地消で生産者らを支援 [I]

・サッカーJ1鹿島アントラーズ,茨城県サッカー協会主催の
慈善試合をカシマスタジアムで6月4日開催すると発表 [I]

・サッカーJ1鹿島のホーム・カシマスタジアムの復旧工事に
ついて県と鹿島が県庁で発表。応急処置に掛かる工事費は
総額5億5千万円 [I]

・サッカーJ2水戸,水戸市水府町の県職業人材育成センター
で, 放射線や事故の現状について学ぶ勉強会を開催。選
手・スタッフら50人が参加 [I]

・2011年「水戸の梅まつり」の観客数は推定51万8千人。前
年105万3千人から半減し,統計を取り始めた1968年以来最
少 [I]

・群馬県榛東村の相馬原駐屯地で,東日本大震災の被災地に
派遣される即応予備自衛官の命令書交付式 [J]

・福島大学,福島第1原発から出た空中の放
射性物質の状況を調査するため, 福島市
の大学構内で直径2メートル程の気球を
飛ばし地表から高度30キロまでの観測を
開始。20日間続ける [A]

・いわき市, 余震で土砂崩れが相次いでい
る同市田人町石住地区の32世帯90人に避
難指示 [FP]

・相馬双葉漁業協同組合請戸支所による
と, 4月15日までに会員220人のうち, 死
者1人,行方不明者31人。船は94隻のうち
17隻が残っている [FP]

‐原発事故で避難した妊婦がかかりつけ医
に通えず,転院を繰り返す「お産難民」が
増加。出産リスクの高まりが懸念 [FP]

・天栄村では, 震災に伴う土砂崩れで通行
止めになっている県道白河羽鳥線に復旧
の見通し立たないことが判明。観光への
打撃が懸念 [FP]

・運転を見合わせていたJR常磐線いわき-
郡山間,全区間で開通 [FP]

・南相馬市のはらまち旅行, 4月15日から
JR原ノ町駅と仙台駅を結ぶ直行バスを運
行。JR常磐線不通に伴って市が旅行社に
要請していた [FP]

・福島県,福島市や会津美里町に1007戸の
仮設住宅建設を決定。これまでの着工決
定分を含め累計3662戸に [FP]

・7月末までの入居を目指す福島県内の仮
設住宅14000戸分の着工率は, 4月15日時
点で16.5%。双葉郡の分散避難により建
設地選定も困難 [FP]

‐福島県, 10000戸の民間住宅を借り上げ
るとしているが, 貸出可能な民間物件が
不足 [FP]

・広野町, いわき市常磐の民間工場内に町
の「湯本支所」を開所。罹災証明や住民
票の発行,国民健康保険,介護保険などの
問い合わせに対応 [FP]

・広野町, 4月15日にいわき市内に仮役場を
開設するため,双葉郡8町村の仮役場設置
がすべて終了 [FP]

・福島第1原発事故で避難指示圏にかかっ
ている福島県の8町村,県の緊急雇用創出
基金を使った求人を開始 [A]

・福島県,双葉郡8町村を対象とした緊急雇
用創出基金事業による避難者雇用制度を,
いわき・相馬・南相馬・新地・飯舘の5市
町村に拡大。延べ100人程度を雇用 [FP]

・東電, 原発事故の避難住民らに対する損
害賠償の仮払い実施を正式発表。対象世
帯は約5万世帯で4月中の支給見通し [FP]

・デルモンテ, 県内で栽培契約を予定して
いた生産者に対し, 支援金を支払う方針
を決定 [FP]

‐南相馬市, 震災で失業した住民の雇用確
保のため, がれき撤去や事務作業など災
害復旧業務を行う人材を緊急雇用する方
針を固めた [FP]

‐福島県, 農業・漁業・経済など各団体の
被害の実態把握に着手。被災状況をふま
え,国・東電に十分な補償を求める [FP]

・若林体育館(仙台市若林区)
の避難所では,フロア全面が
土足禁止に。1日3回の換気
も実施 [A]

・仙台三越, 全館で営業を再
開 [W:河北新報]

・助けあいジャパン・ボラン
ティア情報ステーション,
ボランティア希望者に事前
に被災地の情報を提供する
ブースをJR仙台駅2階に設
置 [W:河北新報]

・岩手県, 4月7日深夜の余震
をうけて一関市・奥州市で
実施した建築物応急危険度
判定調査の結果を公表。「危
険」と判定されたのは,両市
合わせて99棟 [W:岩手日報]

・大槌町,町内の県立大槌高校
の教室や体育館で暮らす194
人の避難者に対し, 2日後ま
でに別の避難所に移るよう
通知 [A]

・宮古市の田老町漁協,漁船の
共同利用に加えワカメや昆
布の養殖業者に月給制の方
針を打ち出したとの報道 [A]

・宮古市宮古小学校の避難所
では,体育館の中央に食卓を
設け,寝る場所と食べる場所
を分離 [A]

・山田町では,航空自衛隊音楽
隊が織笠保育園でコンサー
ト [A]

・俳優の渡辺謙,妻の南果歩と
ともに岩手県陸前高田市の
避難所を慰問 [A]

・法務省入国管理局(日本)の集
計速報値によると,地震発生
から4週間で, 日本国内の外
国人数が約23万人減 [A]

・韓国:原発周辺の13都県(福
島・茨城・栃木・群馬・千葉・
宮城・山形・新潟・長野・埼
玉・神奈川・東京)の食品,事
実上輸入を中断 [CI]

・台湾:新北県(旧台北県)の石
門区,姉妹都市である福井県
美浜町に, 義援金約185万円
を贈呈。1999年台湾の「9.21
大地震」の際,当時の石門郷
公所は美浜町から200万円の
義援金を受けとったことが
ある [LT]

・ドイツ:メルケル首相, 国内
16州の州首相らと今後のエ
ネルギー政策について協議。
国内の原発の運転期間を短
くすることで合意 [A]

Fri.
15

Apr.

4月
15日
(金)
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Fri.
15

Apr.

4月
15日
(金)

13:12海自:「さわゆき」が大島の被災者32名に入
浴支援を実施 [SDF]

13:14海自:「せとぎり」が大島の被災者34名に入
浴支援を実施 [SDF]

14:15海自:機動施設隊が八戸市内の道路の災害ゴ
ミ処分支援 [SDF]

14:21海自:「おおなみ」搭載ヘリが桂島の被災者
に支援物資を輸送 [SDF]

14:34海自:「おおなみ」搭載ヘリが野々島の被災
者に支援物資を輸送 [SDF]

14:38 空自:第2輸送航空隊C-1が救援物資(カップ
麺,チョコレート)を花巻へ空輸 [SDF]

14:40海自:「おおなみ」搭載ヘリが寒風沢島の被
災者に支援物資を輸送 [SDF]

16:05海自:「すおう」が気仙沼市に支援物資を輸
送 [SDF]

17:00陸自:第13旅団が福島県西部にて巡回診療を
開始 [SDF]

18:00 海自:第2航空群が八戸地区の被災者に受け
入れ支援(54名),入浴支援(16名),メンタルヘルス
ケア(14名),児童通学支援(延べ6名)を実施 [SDF]

・防衛事務次官・統合幕僚長が皇太子夫妻に説
明 [皇室; 51]
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・国民新党の亀井代表と新党日本の田中代
表,福島県の佐藤知事と会談 [A]

・公明党の山口代表, 福島県の佐藤知事を
訪問 [A]

Fri.
15

Apr.

4月
15日
(金)
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全般 国/政治経済 原発/東電 自衛隊 米軍/米国 基礎的インフラ 生活/生産の基盤 学界/専門家組織

Sat.
16

Apr.

4月
16日
(土)

11:19 茨城県南部を震源と
する地震, M5.9,同県鉾田
市で震度5強 [A]

・自見金融相, 震災後4日
目に金融庁と連絡が付い
た石巻商工信用組合を訪
問 [A]

・松本防災担当相,岩手県の
達増県知事を訪問 [A]

・大畠国交相,岩手県陸前高
田市で津波で破損した気
仙大橋などを視察 [A]

・東電,福島第1原発2号機取水口前
の海水から法令限度の6,500倍に
あたる放射性ヨウ素131を検出し
たと発表 [メルトダウン]

・文科省, 福島第1原発東約30キロ
地点で15日に採取した海水から
161ベクレル/Lの放射性ヨウ素と
186ベクレル/Lの放射性セシウム
を検出。3月23日の調査開始以降
で最高の数値 [メルトダウン]

06:00陸自:第13旅団が相馬市役所にて給食支援を
開始 [SDF]

06:56空自:千歳救難隊UH-60J×1機が捜索救難の
ため離陸(08時09分松島着陸) [SDF]

07:00空自:松島基地が給水支援を開始 [SDF]

07:00空自:千歳救難隊U-125×1機が捜索救難のた
め離陸(11時32分松島着陸) [SDF]

07:02 空自:北空派遣隊(山田)が物資輸送を開
始 [SDF]

07:03空自:松島基地が捜索を開始 [SDF]

07:09空自:松島基地が物流管理支援を開始 [SDF]

07:25 空自:北空派遣隊(山田)が瓦礫撤去を開
始 [SDF]

07:31原子力:CH-47(サーモグラフィ・放射線測定
器搭載)×1機が福島第1原発上空モニタリング開
始(08時04分終了) [SDF]

07:55 陸自:第14旅団が宮城県北部にて捜索を開
始 [SDF]

07:55 陸自:第9師団が宮城県北部にて捜索を開
始 [SDF]

08:00 空自:北空派遣隊(山田)が給食支援を開
始 [SDF]

08:00 陸自:第1特科団が宮城県各地域にて捜索を
開始 [SDF]

08:00 陸自:第2施設団が宮城県各地域にて道路啓
開等の応急復旧作業を開始 [SDF]

08:00 陸自:第6師団が宮城県中部にて捜索を開
始 [SDF]

08:02空自:松島救難隊UH-60J×1機が捜索救難の
ため離陸(09時22分松島着陸) [SDF]

08:04 陸自:第12旅団が福島県東部にて捜索を開
始 [SDF]

08:07 陸自:第13旅団が宮城県西部にて捜索を開
始 [SDF]

08:10 陸自:第1特科団が気仙沼市地区にて瓦礫除
去を開始 [SDF]

08:20 空自:松島基地が環境整備(大曲地区清掃)を
開始 [SDF]

08:24海自:「すおう」が気仙沼大島の被災者に支
援物資を輸送 [SDF]

08:28空自:北空派遣隊(山田)が捜索を開始 [SDF]

08:30空自:松島基地が瓦礫除去を開始 [SDF]

08:55 海自:第4航空群固定翼機が捜索救助を実
施 [SDF]

09:01空自:千歳救難隊UH-60J×1機が捜索救難の
ため離陸(11時30分松島着陸) [SDF]

09:07 原子力:偵察航空隊RF-4×1機が原発の航空
偵察(写真撮影)のため百里を離陸(09時52分百里
着陸) [SDF]

09:12空自:松島基地が医療支援を開始 [SDF]

09:19 空自:第2輸送航空隊C-1が救援物資(消火器
等)を入間から松島へ空輸 [SDF]

09:22 空自:北空派遣隊(山田)が燃料支援を開
始 [SDF]

09:25陸自:第13旅団が福島県西部にて巡回診療を
開始 [SDF]

09:32 空自:第1輸送航空隊C-130Hが救援物資(パ
ン)を名古屋から松島へ空輸 [SDF]

10:30 空自:航空中央音楽隊(府中)が三春町民体育
館で慰問演奏(聴衆約35名) [SDF]

11:11空自:入間ヘリCH-47が救援物を石巻総合グ
ラウンドから清崎総合公園まで空輸 [SDF]

11:21空自:松島基地が給食支援を開始 [SDF]

11:31海自:第21航空群ヘリが余震の状況を偵察す
るため離陸 [SDF]

・米 海 兵 隊 特
殊兵器対処部
隊(CBIRF)メン
バー5人が福島
の陸自郡山駐屯
地と福島医大を
訪れ, 自衛隊の
事故対応状況を
見学 [A]

06:02 JR鹿島線が全線で運行再開 [震災と

鉄道全記録]

09:00時点 NTT東日本が福島・宮城・岩
手・青森・山形・秋田・茨城・栃木・群
馬・千葉・埼玉・神奈川・新潟・東京・
長野・山梨の各都県で設置した特設公
衆電話は計2,055台 [W: NTT東日本]

09:00時点 NTT東日本が青森・岩手・宮
城・秋田・山形・福島・茨城・栃木・
群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・新
潟・山梨・長野の各都県で設置したイ
ンターネット接続コーナーは計262 [W:

NTT東日本]

・仙台塩釜港, 完成車の積み出しを再
開 [A]

・仙台市ガス局, 供給区域全て(311,144
戸)が全戸復旧完了 [W:日本ガス協会]

・日本建築士会連合会の先遣隊第1陣,
岩手県盛岡市, 遠野市, 大船渡市, 陸
前高田市,釜石市で現地視察 [W:日本

建築士会連合会]

・日本造園学会,基調とする提言「ラ
ンドスケープを通じた震災復興」を
理事会で承認 [W:日本造園学会]

・日本社会福祉士会, 被災した児童・
生徒に対する修学や生活再建のため
のスクールソーシャルワーカーの派
遣等を活動に盛り込むことを常任理
事会で決定 [W:日本社会福祉士会]

・海洋研究開発機構, 第125回地球情
報館公開セミナー 「東北地方太平
洋沖地震について」を開催 [W:海洋研

究開発機構]
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・福島第1原発事故をうけ,
約1500人が「原発いらな
い」などと訴えながら渋
谷をデモ行進。NPOアジ
ア太平洋資料センターが
企画しツイッターやブロ
グで参加を呼びかけ [A]

・反原発デモ「緊急4.16原
発いらん!関西行動」。大
阪にて [W: 立教大学共生社会

研究センター]

・福島第1原発から東へ約
34キロの沖合で, 基準の
約2倍に相当するセシウム
137(186ベクレル/L),基準
の約4倍に相当するヨウ素
131(161ベクレル/L)を検
出。文科省が発表 [A]

・福島県内25市町村の原乳
の出荷停止,解除 [A]

・長渕剛, 宮城県石巻市や
東松島市を拠点に救援活
動する自衛隊などを慰問。
ライブを行う [NS]

・林家三平ら三平門の落
語家が東京・新宿区の被
災地応援フェアに参加。
売り子として野菜販売協
力 [NS]

・石巻市の夕刊紙「石巻日日
新聞」が被災後6日間に発
行した手書きの壁新聞が,
ワシントンのニュースの
総合博物館ミュージアム
に展示されるとの報道 [A]

・東京23区の区長でつくる特別区長会, 被災地支援のため4
月16日から区職員を現地に派遣すると発表 [A]

・東京都中央区,宮城県石巻市で地元企業から内定を取り消
された高校・大学の新卒者等10人を非常勤職員として採用
することを発表,との報道 [A]

・東京都日の出町,被災地救援活動をした米軍関係者に温泉
で疲れを癒してもらおうと,温泉の無料入浴券を置く [A]

・千葉県船橋市の農水産業関係者ら有志による朝市,船橋漁
港で再開 [S]

・千葉県成田市の成田山新勝寺で, 成田太鼓祭が2日間の日
程で始まる。東日本大震災の被災地からの参加者も [A]

・茨城県内市町村の福祉担当職員などを集めた住宅の被害
認定に関する説明会,茨城県庁で開催。内閣府職員が被災
内容に応じた評価方法を解説 [I]

・茨城県結城市,風評被害に悩む農家に対し地元で消費する
ことで安全・安心を全国に広めたいと「がんばれ結城! 農
産物直売会」を市役所駐車場で開催 [I]

・茨城県高萩市の商業・農業者ら,中心市街地で「復興祈念
青空市」を開催 [I]

・茨城県の水戸芸術館の「水戸子供演劇アカデミー」,稽古
場を市内緑町の県立青少年会館に移し再開 [I]

・栃木県栃木市で, 「うずまの鯉のぼり」が実施。4月16日
に同市中心部の巴波川の川面に鯉のぼりが飾り付けられ
た [A]

・プロバスケットボールチームのリンク栃木ブレックス,宇
都宮市のオリオンスクエアで東日本大震災のチャリティー
イベントを開催 [A]

・サッカーJ2の栃木SC,水戸ホーリーホックとのトレーニン
グマッチで,東日本大震災で被災した人たちへの寄付を呼
びかけ [A]

・わたらせ渓谷鉄道, 東日本大震災や福島第1原発事故のた
めに群馬県桐生・みどり両市内に避難中の被災者を「ト
ロッコ列車の旅」に無料招待 [J]

・群馬サファリパーク(富岡市岡本), 東日本大震災に伴い群
馬県高崎市の「牛伏ドリームセンター」で避難生活を送る
被災者を無料招待 [J]

・福島県の緊急放射線量調査が終了。全
2727地点のうち18地点で毎時10マイク
ロシーベルトを超えていた [FP]

‐警戒区域内で住民の一時帰宅が検討され
ている福島第1原発20キロ圏内について,
大気中の放射線量の現状は明かにされて
いない [FP]

・福島県内ハウスの野菜全48点で, 放射性
物質の含有量はいずれも暫定基準値を下
回った [FP]

・福島県内25市町村で原乳出荷制限が解
除。酪農家や関連団体は出荷に向け稼
働 [FP]

・山形県の避難所で暮らす福島県からの住
民約130人,避難所近くの旅館やホテルに
2次避難 [FP]

・計画的避難区域の指定方針が示された飯
舘村と川俣町山木屋地区にて, 政府より
説明。補償内容や避難場所, 避難期間な
どは不透明で,住民からは不安や不満 [FP]

・福島県が国見町山崎の町有地などに建設
した被災者用仮設住宅43戸, 県内トップ
を切って完成 [FP]

・いわき市, 被災者の雇用促進住宅への入
居が始まる [FP]

‐会津若松市に全町移転した大熊町の幼稚
園と小・中学校の入学式, 同市文化セン
ターで開催 [FP]

・会津若松市に全町移転した大熊町, 4月16
日から, 双葉郡8町村の中で唯一, 町単独
で小中学校などを運営 [FP]

・川俣町に幼稚園や小中学校を開設する飯
舘村の保護者に向け,説明会が開催 [FP]

・福島県と全農県本部, 4月16・17日に,東
京JR上野駅で「LOVEふくしま」県産品
販売会を開催 [FP]

・宮城県,余震の影響で停止し
ていた県営仙南・仙塩広域
水道から多賀城市と七ケ浜
町への送水を再開したと発
表 [W:河北新報]

・村井県知事, 県災害対策本
部会議にて,被災した13市町
の仮設住宅計1311戸を, 月
28日に各市町に引き渡すこ
とを表明 [W:河北新報]

・仙台市ガス局,市東部沿岸地
区など復旧作業が困難な地
域や,ガス供給の上で安全が
確保できない地域を除き,都
市ガスの復旧作業を完了 [W:

河北新報]

・仙台港で完成車の出荷が再
開 [W:河北新報]

・自見金融相, 震災後4日目に
金融庁と連絡の付いた石巻
商工信用組合を訪問 [A]

・岩手県,東日本大震災の被災
者用仮設住宅の発注数を週
約2000戸に引き上げる方針
を固める。7月末までに全1
万8000戸の完成を目指す [W:

岩手日報]

・震災で生じた岩手内の廃棄
物の総量を580万トンと推
計, 処理費用は3110億7千万
円の見込み。達増県知事が
明らかに [A]

・松本防災担当相,岩手県の達
増県知事を訪問 [A]

・大船渡市,被災して仕事や自
宅を失った市民を対象に,約
500人の臨時雇用の受付を開
始との報道 [A]

・宮古農業改良普及センター
岩泉普及サブセンターや岩
泉町,小本地区の農地の塩害
に不安が広がっていること
をうけ,農家への説明会を開
催 [W:岩手日報]

・大畠国交相,岩手県陸前高田
市で津波で破損した気仙大
橋などを視察 [A]

・東日本大震災の大津波の「遡
上高」,宮古市・姉吉地区で
明治三陸津波の最大値を上
回る38・9メートルだったこ
とが東京海洋大の調査で判
明との報道 [W:岩手日報]

・東北電力岩手支店によると,
4月16日時点で停電してい
るのは2万8729戸。このう
ち復旧作業が可能な385戸
は, 18日までに復旧する見通
し [W:岩手日報]

‐韓国:被災した朝鮮学校への
支援の輪が拡大。韓流俳優
や映画監督が支援の会を作
り。月1回のチャリティー公
演を1年間続けようと準備に
奔走 [A]

・香港:香港発日本向けツアー
が催行。ツアー客は3グルー
プの計70数人で,沖縄と北海
道に向かった [RJ]

・G20財務相・中央銀行総裁会
議(アメリカ・ワシントン)が
共同声明を発表。日本の経
済・金融の回復力を強調し
たうえで「日本の人々と連
帯し,必要とされるいかなる
協力も提供する」 [A]

・IMFのIMFC(国際通貨金融
委員会), 東日本大震災が世
界経済にマイナスの影響を
及ぼす可能性を指摘。「日本
政府と国民に哀悼と支援の
意を表明する」との声明発
表 [A]

Sat.
16

Apr.

4月
16日
(土)
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Sat.
16

Apr.

4月
16日
(土)

11:32 空自:百里救難隊U-125×1機, UH-60J×1機
が余震の状況を偵察するため百里離陸(12時33分
百里着陸) [SDF]

11:36 海自:第4航空群固定翼機が余震の状況を偵
察するため離陸 [SDF]

13:49海自:「しもきた」が鮎川漁港にて入浴支援
(30名)を実施 [SDF]

13:57空自:松島救難隊UH-60J×1機が捜索救難の
ため離陸(16時57分松島着陸) [SDF]

14:01空自:千歳救難隊U-125×1機が捜索救難のた
め離陸(17時00分松島着陸) [SDF]

14:30空自:航空中央音楽隊(府中)が沢石会館(三春
町)で慰問演奏(聴衆約35名) [SDF]

15:10 空自:第1輸送航空隊C-130Hが救援物資(パ
ン)を名古屋から松島へ空輸 [SDF]

18:00 海自:第2航空群が八戸地区の被災者に受け
入れ支援(47名), 入浴支援(21名), メンタルヘル
スケア(15名)を実施 [SDF]
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16

Apr.

4月
16日
(土)
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全般 国/政治経済 原発/東電 自衛隊 米軍/米国 基礎的インフラ 生活/生産の基盤 学界/専門家組織

Sun.
17

Apr.

4月
17日
(日)

00:56 新潟県中越地方を震
源とする地震, M4.8,同県
津南町で震度5弱 [A]

・菅首相と松本外相,来日し
たクリントン米国務長官
と会談。日米が被災地復
興に向けて協力する「官
民パートナーシップ」を
進めることで合意 [A]

・枝野官房長官,福島県庁で
佐藤知事と会談 [A]

・松下経済産業副大臣,福島
県会津若松市役所を訪問。
「被災者を受け入れている
側の意見を聞きたい」 [A]

・天皇・皇后,訪日中のクリ
ントン米国務長官と皇居・
御所で懇談。クリントン
長官,東日本大震災に対す
るお見舞いの気持ちを伝
える [LT]

15:00東電が事故収束に向けた「工
程表」発表。収束までに6～9ヶ月
が目標 [NK]

15:00 東電の勝俣会長が記者会見。
原発事故について「経営責任は感
じている。退く方向で検討を進
めている」と述べ, 引責辞任する
考えを示した。時期については
「一般的には株主総会の時」と述
べる [A]

・東電, 福島第1原発1～6号機の使
用済み核燃料の共用プールで約3
時間電源が断たれ,プール冷却が
できない状態になったことを明
らかに [メルトダウン]

・東電, 福島第1原発の原子炉建屋
を米アイロボット社製「パック
ボット」で調査したと発表。同ロ
ボットは米軍によりアフガニス
タンなどで爆発物探知などに使
用されたもの [A]

・原子力安全委の委員が震災後初
めて福島県庁を訪問。現地入り
が遅れたことについて「問い合わ
せに追われていた」と釈明 [メルト

ダウン]

・海江田経産相,東電の工程表を受
け避難区域住民の帰宅可能時期
につき「6ヶ月から9ヶ月を目標
に,一部地域の人にお知らせでき
るようにしたい」 [メルトダウン]

02:13 海自:第4航空群固定翼機が新潟県中越地方
震度5弱の被害状況調査を実施 [SDF]

02:13 海自:第4航空群固定翼機が余震の状況を偵
察するため離陸 [SDF]

02:15 空自:新潟救難隊(新潟)UH-60J×1機が新潟
県中越地方震度5弱の被害状況調査を実施 [SDF]

02:15空自:新潟救難隊UH-60×1機,余震の状況を
偵察するため新潟離陸(03時43分新潟着陸) [SDF]

05:40陸自:第14旅団女川地区にて人員輸送支援を
開始 [SDF]

06:00陸自:第13旅団が相馬市役所にて給食支援を
開始 [SDF]

06:30 空自:松島基地が石巻市にて入浴支援を開
始 [SDF]

07:00 空自:松島基地が石巻市にて給水支援を開
始 [SDF]

07:05空自:松島基地が石巻市にて物流管理支援を
開始 [SDF]

07:08空自:松島基地が石巻市及び東松島市にて捜
索を開始 [SDF]

07:12 空自:北空派遣隊(山田)が物資輸送を開
始 [SDF]

07:15 空自:航空救難団(百里)U-125A×1機が捜索
救助のため百里基地を離陸 [SDF]

07:21 空自:北空派遣隊(山田)が瓦礫除去を開
始 [SDF]

07:25 陸自:第14旅団が宮城県北部にて捜索を開
始 [SDF]

07:30 空自:北空派遣隊(山田)が捜索・救護を開
始 [SDF]

07:30 陸自:第5旅団が牡鹿半島地区にて捜索を開
始 [SDF]

07:32 空自:北空派遣隊(山田)が給食支援を開
始 [SDF]

08:00 空自:松島基地が成瀬第2中学校庭の泥除去
を開始 [SDF]

08:00陸自:第12施設群が気仙沼市にて捜索・瓦礫
除去を開始 [SDF]

08:00 陸自:第12旅団が南相馬市にて捜索を開
始 [SDF]

08:00陸自:第13施設隊が南三陸町にて捜索・瓦礫
除去を開始 [SDF]

08:00 陸自:第13旅団がいわき市にて捜索を開
始 [SDF]

08:00陸自:第1特科団が女川地区,河北町釜谷地区
にて捜索を開始 [SDF]

08:00陸自:第1特科団が女川町石浜地区,河北町釜
谷地区にて捜索を開始 [SDF]

08:00 陸自:第6師団が野蒜, 浜市, 亀岡地区にて捜
索を開始 [SDF]

08:00 陸自:北方施設隊が気仙沼市, 南三陸町にて
捜索・瓦礫除去を開始 [SDF]

08:10 陸自:第1特科団が気仙沼市にて瓦礫除去を
開始 [SDF]

08:27 海自:第2航空群固定翼機が捜索活動を実
施 [SDF]

08:29空自:松島基地が大曲コミュニケーションセ
ンターの清掃を開始 [SDF]

08:57空自:松島基地が東松島市にて瓦礫除去を開
始 [SDF]

09:03空自:松島基地が東松島市にて医療支援を開
始 [SDF]

09:10 陸自:第5施設団が新地町, 相馬市, 南相馬市
にて捜索・瓦礫除去を開始 [SDF]

・JR東日本, 3月11日本震による東北新
幹線地上設備の被害箇所数は約1,200
箇所と発表。4月7日以降の被害箇所数
は約640箇所 [W: JR東日本]

・JR東日本, 3月11日本震による在来線
地上設備の被害箇所数は約4,400箇所
と発表。4月7日以降の被害箇所数は約
850箇所 [W: JR東日本]

・日本ガス協会,作業不可地区を除き復
旧を完了したとして仙台復旧対策隊な
どを解散。以降, 石巻のガス復旧応援
体制へ注力 [W:日本ガス協会]

・津波による湛水, 92%が解消 [W:東北地

方整備局]

・環境省, 42都道府県に対して震災で発
生した大量のがれき処理の受け入れ先
を4月17日までに打診 [FP]

・日本環境学会,「日本環境学会緊急
提言:震災復興と脱原発温暖化対策
の両立を可能にするために」を発
表 [W:日本環境学会]

・防災科学技術研究所,「緊急報告会
――東日本大震災への対応」を開
催 [W:防災科学技術研究所]
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・飯舘村後方支援チームと
FoE Japan, 「飯舘村等の
計画的避難区域の設定に
かかる緊急要望」を首相
に提出 [W: エコロジー・アー

キスケープ]

・茨城県産のホウレンソウ
の出荷停止指示,北茨城・
高萩の両市を除く県内全
域で解除。かき菜とパセ
リは県内全域で解除 [A]

・静岡県湖西市の三上元市
長, 「脱原発市町村長の
会」(仮称)結成に向け動
く [A]

・岩手県盛岡市では, サッ
カーJ2・横浜FCの三浦知
良選手らが被災地の子ど
もたちにカレーを配る [A]

・ますだおかだやTKOなど
松竹芸能所属のお笑い
タレント12組, 東京・松
竹芸能新宿角座でチャリ
ティーライブ [NS]

・デジハリ大梅本准教授や
学生, 4月17日以降, 秋葉
原で「エールフロム秋葉
原」活動。メッセージを撮
影した写真をツイッター
で配信し1メッセージ毎に
100円の寄付 [A]

・茨城県警水戸署によると,
暴走族のメンバー9人が
「復興のため(がれき撤去
などの)ボランティアをす
る」と,チームの解散を宣
言 [A]

・二代目西崎緑家元の西崎流創舞八十周年舞踊公演,東日本
大震災チャリティーを兼ねて東京・国立大劇場で開演 [T]

・埼玉県警, 東日本大震災被災地での警備のため, 機動隊員
ら100人を岩手県に派遣 [S]

・JR常磐線の特急列車,高萩―上野間で運転再開 [I]

・茨城県産野菜3品目と原乳,北茨城・高萩両市産のホウレン
ソウを除き,出荷停止解除 [I]

・茨城県大洗町を拠点とする暴走族グループの少年ら9人が,
水戸警察署で解散式。「震災を機に心を入れ替え,街の復興
を手助けしたい」として,今後は地元のボランティアチー
ムとして再出発 [I]

・群馬県藤岡市中大塚のたのふじ観光いちご園,東日本大震
災をうけて市内に避難している被災者をイチゴ狩りに無料
招待 [J]

・枝野官房長官, 福島県庁で佐藤知事と会
談 [A]

・枝野官房長官,「計画的避難区域が今後,
拡大することはない」との見方を明らか
に [FP]

・枝野官房長官, 飯舘村の菅野村長との会
談で,安全性が確保されれば,計画的避難
区域の段階的な解除を検討する意向を提
示 [FP]

・枝野官房長官, 飯舘村菅野村長との会談
で, 村内の汚染土壌の改良について, 原
発事故収束を待たずに着工する考えを提
示 [FP]

‐相馬農業高校飯舘校, 計画的避難区域
に指定される可能性があるため, 予定し
ていた始業式を延期。授業の日程は未
定 [FP]

・松下経済産業副大臣, 福島県会津若松市
役所を訪問。「被災者を受け入れている
側の意見を聞きたい」 [A]

・宮城県警, 3月11日から4月
10日までに県内で見つか
った震災の犠牲者8015人の
死因や年代をとりまとめ。
溺死が95.8%し, 60代以上が
55.2% [W:河北新報]

・民主党宮城県連,県連代表の
今野東参院議員を座長とす
る「震災復興プロジェクト」
の設置を決定。被災地の要
望や意見を聞き取り,政府や
県が策定する復興計画に提
言 [W:河北新報]

・気仙沼市,東日本大震災で発
生した私有地内のがれき撤
去に取り組む方針を決定 [W:

河北新報]

・宮城県釣船業協同組合(塩釜
市), 遊漁船8隻を出し, 東日
本大震災の行方不明者の捜
索を実施 [W:河北新報]

・東松島市, これまで「調査
中」としていた市内の住宅
被害状況を初めて宮城県に
報告。4月17日夕時点被害
棟数は判明分だけで計8982
棟, 市全体68.7%。被害はさ
らに拡大する見通し [W:河北

新報]

・宮城県東松島市矢本立沼地
区の住民,居住地を市内の別
の地域に移す集団移転の方
針を決定したとの報道。地
区全体会で,出席した持ち家
のある50人が全員一致で合
意 [W:河北新報]

・JRバス東北, JR気仙沼線代
替バス(涌谷-柳津)を運行開
始 [W:国交省]

・盛岡市では,サッカーJ2・横
浜FCの三浦知良選手らが被
災地の子どもたちにカレー
を配る [A]

・陸前高田市では,市立第一中
学校に,津波で流された音楽
喫茶が復活 [A]

・韓国:クリントン国務長官が
李明博大統領と会談。韓国
で来年開く第2回核保安サ
ミットで,原発の安全問題を
議題に取り上げるよう提案。
李大統領も同意 [A]

Sun.
17

Apr.

4月
17日
(日)
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Sun.
17

Apr.

4月
17日
(日)

09:47 空自:航空救難団(新潟)UH-60J×1機が捜索
救助のため松島基地離陸 [SDF]

10:20海自:「はるさめ」搭載ヘリが桂島の被災者
に支援物資を輸送 [SDF]

10:40海自:「はるさめ」搭載ヘリが野々島の被災
者に支援物資を輸送 [SDF]

11:07海自:「はるさめ」搭載ヘリが寒風沢島の被
災者に支援物資を輸送 [SDF]

11:30空自:松島基地が給食支援を開始 [SDF]

12:57 空自:航空救難団(秋田)UH-60J×1機が捜索
救助のため松島基地離陸 [SDF]

13:05 海自:第2航空群が岩手産業文化センターに
支援物資(食品)を輸送 [SDF]

13:08 空自:航空救難団(小松)U-125A×1機が捜索
救助のため百里基地離陸 [SDF]

15:11海自:「くにさき」が鮎川の被災者に入浴支
援(117名),物資支援を実施 [SDF]

16:38海自:「ちくま」が大島の被災者11名に入浴
支援を実施 [SDF]

17:25 海自:横須賀警備隊が宮城県石巻市中央市
営駐車場にて230名の被災者に入浴支援を実
施 [SDF]

18:00 海自:第2航空群が八戸地区の被災者に受け
入れ支援(34名), 入浴支援(10名), メンタルヘル
スケア(10名)を実施 [SDF]

18:14海自:「せとぎり」が大島の被災者54名に入
浴支援を実施 [SDF]
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17日
(日)
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全般 国/政治経済 原発/東電 自衛隊 米軍/米国 基礎的インフラ 生活/生産の基盤 学界/専門家組織

Mon.
18

Apr.

4月
18日
(月)

・震災をテーマにした参院
予算委員会の集中審議が
開催。東京電力の清水社
長が政府参考人として初
出席し,原発事故について
陳謝 [A]

・菅首相,参院予算委員会集
中審議で今後の原子力政
策を見直す考えを表明 [メ

ルトダウン]

・枝野官房長官が会見,「原
子力安全・保安院や資源
エネルギー庁など経産省
幹部の電力会社への再就
職は自粛措置を講じるこ
ととした」 [A]

・民主党岡田幹事長, 2011年
度第二次補正予算案など
の財源を新規国債の「復
興再生債」で手当てする
と表明 [A]

・民主党の藤村幹事長代理,
党の会議で「応急仮設住
宅建設促進チーム」と「電
力需給問題検討プロジェ
クトチーム」の発足を報
告,「原発事故影響対策プ
ロジェクトチーム」も初
会合 [A]

・日本経団連, WTOの多角
的貿易交渉の年内凍結や
TPPへの早期参加を求め
る提言をとりまとめ [A]

10:10東電, 遠隔操作ロボット用い
て17日に福島第1原発原子炉建屋
内部の放射線量を測定した結果
を発表。1号機は格納容器北側で
最大毎時49ミリシーベルト, 3号
機は同57ミリシーベルト。いず
れも暫定値 [A]

11:07枝野官房長官,「原子力安全・
保安院や資源エネルギー庁など
経産省幹部の電力会社への再就
職は自粛措置を講じることとし
た」と記者会見で表明 [A]

11:50頃 東電の清水社長, 参院予算
委員会の集中審議に政府参考人
として出席。「重大な事故で大変
なご迷惑とご心配をおかけして
いることを改めて心からおわび
したい」と陳謝 [A]

・夕方原子力安全・保安院,福島第
1原発4号機建屋地下1階にたまっ
ている放射性物質を含む水の深
さを約20cmとしていたが, 深さ
は5cmだった発表を訂正 [メルトダ

ウン]

・原子力安全・保安院,福島第1原発
1～3号機原子炉内にある燃料棒
が一部溶けて形が崩れていると
の見解を,原子力安全委員会に初
めて報告 [A]

・資源エネルギー庁の石田前長官,
4月末で東電顧問を辞任する意
向を東電に伝えていることが判
明 [A]

06:56空自:松島基地が捜索救難を開始 [SDF]

07:00空自:松島基地が給水支援を開始 [SDF]

07:00 陸自:第9師団各部隊が陸前高田市等にて捜
索活動を開始 [SDF]

07:06空自:松島基地が物流管理支援を開始 [SDF]

07:27 空自:北空派遣隊(山田)が瓦礫除去等を開
始 [SDF]

07:35 空自:北空派遣隊(山田)が炊き出しを開
始 [SDF]

07:40 空自:北空派遣隊(山田)が物資輸送を開
始 [SDF]

07:50陸自:第50普通科連隊が河北町等にて捜索活
動を開始 [SDF]

07:55 陸自:第12施設群が気仙沼市にて捜索支援,
瓦礫除去等を開始 [SDF]

08:00空自:松島基地が環境整備(成瀬第2中学校)を
開始 [SDF]

08:00空自:新潟救難隊U-125×1機が捜索救難のた
め離陸(12時58分松島着陸) [SDF]

08:00 陸自:第13施設隊が南三陸町にて捜索支援,
瓦礫除去等を開始 [SDF]

08:00 陸自:第1特科団各部隊が石巻市等にて捜索
活動を開始 [SDF]

08:00陸自:第6特科連隊及び第6高射特科大隊が東
松山市等にて捜索活動を開始 [SDF]

08:00陸自:第8普通科連隊が捜索活動を開始 [SDF]

08:12空自:新潟救難隊UH-60J×1機が捜索救難の
ため離陸(12時53分松島着陸) [SDF]

08:30 空自:松島基地が環境整備(大曲地区清掃)を
開始 [SDF]

08:30空自:北空派遣隊(山田)が捜索を開始 [SDF]

08:30 原子力:偵察航空隊RF-4×1機が原発の航空
偵察(写真撮影)のため百里を離陸(09時01分百里
着陸) [SDF]

08:30陸自:301坑道中隊が捜索支援,瓦礫除去等を
開始 [SDF]

08:33陸自:第14特科隊が石巻市等にて捜索活動を
開始 [SDF]

08:40陸自:東北方面特科隊が捜索活動を開始 [SDF]

09:00 空自:中空派遣隊(松島)が瓦礫除去等を開
始 [SDF]

09:10陸自:第46普通科連隊が捜索活動を開始 [SDF]

09:12空自:松島基地が医療支援を開始 [SDF]

09:15陸自:第1戦車群が捜索活動を開始 [SDF]

09:30空自:松島基地が瓦礫除去を開始 [SDF]

09:30陸自:第17普通科連隊が捜索活動を開始 [SDF]

09:53 空自:第1輸送空隊が救援物資の輸送を開
始 [SDF]

10:00 海自:第2航空群が八戸地区の被災者への受
け入れ支援を終了 [SDF]

11:00 原子力:第12旅団各部隊等が福島県第1原発
30km圏内捜索のため各集結地を出発 [SDF]

11:11空自:入間ヘリCH-47が救援物資を石巻総合
グラウンドから清崎運動公園まで空輸 [SDF]

11:20空自:松島基地が給食支援を開始 [SDF]

12:53空自:新潟救難隊UH-60J×1機が捜索救難の
ため離陸(17時03分松島着陸) [SDF]

12:58空自:新潟救難隊U-125×1機が捜索救難のた
め離陸(16時57分松島着陸) [SDF]

13:19陸自:中央即応連隊が広野町一帯での捜索を
開始 [SDF]

13:51 空自:第2輸送航空隊C-1が救援物資(食糧)を
福岡から松島へ空輸 [SDF]

09:00時点 NTT東日本が福島・宮城・岩
手・青森・山形・秋田・茨城・栃木・群
馬・千葉・埼玉・神奈川・新潟・東京・
長野・山梨の各都県で設置した特設公
衆電話は計2,057台 [W: NTT東日本]

・国道45号,橋梁損傷2区間・法面崩落2
区間にまで復旧。いずれも迂回路は確
保済み [W:国交省]

・政府税制調査会,ガソリン価格の高騰
時に減税する特例措置を, 震災復興の
完了まで一時凍結することを決定 [A]

・WILLCOM,サービスを中断したPHS
基地局数が約540 まで減少 [W: WILL-

COM]

・日産自動車, 4月18日から栃木工場(栃
木県上三川町)の操業を開始 [A]

・トヨタ自動車,系列を含む国内14カ所
の組み立て工場で生産を再開 [A]

・東京証券取引所,節電対策として「サ
マータイム」を導入すると発表 [A]

・厚労省, DNA鑑定の試料採取のため遺
体に対する必要最小限の侵襲行為を認
める旨の警察庁の事務連絡について,
周知を都道府県に依頼 [W:厚労省]

・国交省,被災地での建築制限の期間を
現行の2か月から8か月にする方針を明
らかに [A]

・国交省,小型二輪自動車及び検査対象
外軽自動車の新規検査等の申請(届出)
に係る特例的取扱について通達。自動
車に対して行っている各種緩和措置を
小型二輪自動車等にも拡大 [W:内閣府]

・中小企業庁,被災者の就職支援のため
合同就職説明会を開くと発表。初回は
5月9日に盛岡市の岩手県産業会館で開
催 [A]

・文科省,東日本大震災のために私立学
校法及び私立学校振興助成法の規定す
る履行期限まで履行できないものにつ
いて, 6月30日までは不履行の責任を問
わないことを通知 [W:内閣府]

・経産省,特定工場の復旧工事等に係る
工場立地法上の取り扱いについて事務
連絡。一時的に仮設工場等を新設する
場合, 工場立地法上の生産施設とは取
り扱わず [W:内閣府]

・土木学会,東日本大震災特別委員会
(第1回)を開催。「被災地の復興と安
全な国土形成のための土木学会の取
り組み」について記者発表 [W: 土木

学会]

・日本建築士事務所協会連合会の東
日本大震災対策本部役員, 茨城県建
築士事務所協会を訪問 [W:日本建築士

事務所協会連合会]

・都市計画コンサルタント協会,国所
管特例民法法人に対する被災者支
援・震災復興の活動, 寄付に関する
調査を実施 [W: 都市計画コンサルタント

協会]

・再開発コーディネーター協会,大震
災等復興支援本部員会議を開催 [W:

再開発コーディネーター協会]

・都市再生機構, 仙台市内の宅地危
険度判定を担当する職員を派遣 [W:

UR]

・日本技術士会機械部会,関東在住の
機械部門技術士に, 震災対応に関す
る機械部門からの提言・課題を求め
るアンケートを実施(5月2日～8日に
も実施) [W:日本技術士会]

・日本司法書士会連合会,日本司法支
援センター(法テラス)と共催で, 東
日本大震災被災者・避難者を対象と
した無料電話相談を開始 [W:日本司法

書士会連合会]

・産業技術総合研究所,サイト「放射
線計測の信頼性について」をホーム
ページに掲載開始 [W: 産業技術総合研

究所]

・日本原子力学会, プレスリリース
「東電福島第一原子力発電所内の汚
染水処理に役立つデータの公開につ
いて」を発表 [W:日本原子力学会]

・科学技術振興機構,海外の研究資金
配分機関と協力して東日本大震災に
関連した緊急を要する研究・調査を
支援する「国際緊急共同研究・調査
支援プログラム(J-RAPID)」の公募
を開始 [W:科学技術振興機構]

・三菱総合研究所,「2010～2012年度
の内外景気見通し(東日本大震災後
の改定値)」を発表 [W:三菱総合研究所]
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市民社会 原発事故の影響 文化/風俗/メディア 東京圏/計画停電 福島県 宮城県 岩手県 海外動向

・陸前高田市で支援活動を
行う3つのNPO:「テラ・ル
ネッサンス」・「みんつな」・
「国境なき子どもたち」,
合同活動報告会を開催 [W:

JANIC]

・気候ネットワーク,プレス
リリースを発表。温暖化
対策と脱原発は両立する
という試算を発表 [W:気候

ネットワーク]

・「沖縄・意見広告運動(第
二期)」の発起人らが都内
で会見。「震災救援で沖縄
米軍海兵隊の有用性が強
調されているが,だからと
言って普天間基地の固定
化はあってはいけない」
[A]

・共生ユニオンいわて,遠野
市に「遠野ボランティア
センター」(ユニオンボラ
セン)を設立 [W: 共生ユニオ

ンいわて]

・いわき自由労組・宮城合同
労組・共生ユニオンいわ
て, 被災現地での「労働・
雇用相談ホットライン」
を開始 [W: ふくしま連帯ユニ

オン]

・文科省,計画的避難区域に
指定予定の福島県川俣町
内の放射線量について,単
純計算で20ミリシーベル
ト/年を超える恐れがある
地点が, 17調査地点中12
地点と発表 [メルトダウン]

・菅内閣,福島原発による長
期的な健康影響を調べる
ため,原発周辺住民を対象
に被曝線量をデータベー
ス化して追跡調査するこ
とを決定 [A]

・いわき市沖で採れたコウ
ナゴから基準の29倍に相
当するセシウムを検出 [A]

・東電, 出荷停止に伴う損
害を受けた農家などから
被害の申し出を受け付け
る窓口を, 4月28日以降順
次開設する方針を明らか
に [A]

・日本自動車工業会,国内で
生産された自動車の放射
線量を検査する基準を公
表 [A]

・枝野官房長官が会見,「原
子力安全・保安院や資源
エネルギー庁など経産省
幹部の電力会社への再就
職は自粛措置を講じるこ
ととした」 [A]

・原子力安全・保安院,電力
事業者に指示した緊急安
全対策の実施状況を確認
するため, 関西電力の3原
発(福井県)で立ち入り検
査を開始 [A]

・四国電力,伊方原発3号で
の津波訓練を公開 [W:共同

通信]

・東京・台東区の上野動物
園,飼育していたカバのサ
ツキが震災で負ったけが
が原因で4月16日に死ん
だと発表。39歳11カ月の
雌 [A]

・5月15日に築地の浜離宮
朝日ホールで開催予定の
「日韓文化交流企画 金泳
宰/常盤津文字兵衛二人会
～対話」が2012年3月29日
へ延期と決定 [A]

・総合格闘技団体パンクラ
ス,宮城県気仙沼市の避難
所で炊き出し。震災後初
のマグロ刺身 [NS]

・歌手の吉田拓郎と坂崎
幸之助, 午後7時から日本
放送でチャリティー特番
「オールナイトニッポン
GOLDスペシャル」の公
開生放送 [NS]

・JTB, GWの旅行者数が前
年同期比27・6%減の1609
万人で, 3年ぶりに前年水
準を下回る見通しと発
表 [A]

・東京都, 震災避難者を受け入れている東京武道館と東京
ビッグサイトの避難所開設期間を4月24日までにすると発
表 [A]

・東京都江東区の公務員宿舎「東雲住宅」で,福島県から避
難してきた人々の入居が開始 [A]

・都立小児医療センター, 被災した子供たちのPTSDなどに
対応するため電話相談室を開設 [A]

・「いたばし花火大会」(東京都板橋区)の中止が決定 [A]

・神奈川県相模原市の加山俊夫市長ら,共に宇宙航空研究開
発機構の施設がある縁で交流を続けている岩手県大船渡市
を訪問 [A]

・神奈川県三浦市南下浦町金田の「フラワーガーデン・イイ
ジマ農園」で,売上金全額を義援金として寄付する「チャ
リティーいちご狩り」が開催。4月30日まで [KS]

・千葉県浦安市, 4月18日までに液状化で下水道の使用制限
を受けた世帯数について,ピーク時で1万1908世帯と発表。
当初挙げていた約3万7千世帯は,液状化被害を受けた埋め
立て地区全域の世帯数 [CN]

・千葉市中央区のホテル「グリーンタワー千葉」,東日本大
震災の影響で外国人客が激減したとして, 7月末で営業を終
了 [A]

・千葉市中央区の市立弁天小学校で,福島県から避難してい
る親子たちが千葉の伝統料理「太巻き祭りずし」作りを楽
しむ [A]

・千葉県山武市の農家など, 放射能漏れ事故による風評被
害を払拭しようと, JR千葉駅東口構内で野菜の販売イベン
ト [S]

・千葉県庁生活協同組合が運営する県庁の中庁舎地下食堂
と本庁舎20階レストラン,「元気モリモリ企画」と題し, 4
月18日～28日に県産食材を活用したランチを提供 [CN]

・断水が続く茨城県神栖市深芝南の深芝小に,市民の善意で
仮設給水所が設置される [I]

・茨城県北茨城市,東日本大震災で失業したり休職を余儀な
くされた被災者を対象に, 市の臨時職員(30名)の雇用募集
を開始 [I]

・茨城県常総市出身の女優・羽田美智子,長谷川典子市長に
東日本大震災の義援金を手渡す [I]

・茨城県阿見町,町内で収穫された野菜の販売所「役場マル
シェ」を役場庁舎に開設 [I]

・サッカーJリーグの大東和美チェアマン,東日本大震災で被
害を受けたJ1鹿島の本拠地・カシマサッカースタジアムや
クラブハウスを視察 [I]

・日産自動車, 4月18日から栃木工場(栃木県上三川町)の操業
を開始 [A]

・文科省, 計画的避難区域に指定予定の福
島県川俣町内の放射線量について, 単純
計算で20ミリシーベルト/年を超える恐
れがある地点が, 17調査地点中12地点と
発表 [メルトダウン]

・政府, 放射性物質が暫定基準値を超えた
福島市の原木シイタケ(露地)を出荷制限
の対象に加えた [FP]

・福島県酪農業協同組合, 国の出荷制限解
除を受け, 県内25市町村の原乳集荷を再
開 [FP]

‐津波被害を受けた浜通りなどで, 冠水の
影響等でがれき撤去作業が難航。建物倒
壊の多い中通りでは, がれき処理に数年
かかるとみる自治体も [FP]

・いわき市常磐に町の「湯本支所」を開所
した広野町, 小野町に設置した災害対策
本部を同支所に移動し, 町役場機能の移
転が完了 [FP]

・葛尾村,ほぼ全戸となる400戸分の仮設住
宅を三春町に建設することを県に申し入
れ。完成に合わせて役場機能を町内に移
転することを決定 [FP]

・南相馬市・富岡町・浪江町の被災者に
対して東京都が用意した国家公務員宿
舎で,入居が始まる。約200世帯が入居予
定 [FP]

・双葉町,集団避難から1ヶ月を前に, 避難
所約700世帯を対象に調査。約63%の世
帯が「県内に戻って生活したい」と希
望 [FP]

・福島県酪農業協同組合など県内酪農3団
体, 3月分の廃棄原乳の補填代金として総
額3億700万円の支払いを決定 [FP]

・福島県災害対策本部によると, 被災者に
対する県の第一次の義援金配分が4月中
に始まる見通し [FP]

・福島県, 東電が事故収束までの見通しを
示したことをうけ, 双葉郡町村から支援
に関する要望聴取を開始 [FP]

・南相馬市と相馬市を結ぶ臨時バスが運行
開始。相馬市の高校等に通う生徒の交通
手段の確保が目的 [FP]

・相馬市, シダックスと避難所住民への食
事提供システム「シダックス・そうま方
式」を共同開発。4月18日から,市内の学
校給食施設で調理した食事を約1200人に
提供 [FP]

・須賀川信用金庫, 須賀川市宮先町に本店
営業部の仮店舗を開設 [FP]

・宮城県,東日本大震災で失業
した被災者の雇用対策とし
て,県と市町村が計約1000人
の臨時職員を採用する枠組
みを決定。雇用期間は6カ月
以内 [W:河北新報]

・宮城県,一括発注してきた仮
設住宅の建設について,市町
村にも建設を認める方針を
発表 [A]

・村井県知事,震災復興税をめ
ぐり,災害対策の目的税の創
設を会見で提言 [A]

・仙台市,災害援護資金の受付
を開始 [A]

・気仙沼市,被災住民を対象に
した仮設住宅などへの入居
意向調査で,仮設住宅を「希
望する」との回答が2792世
帯に上ったことを発表 [W:河

北新報]

・亘理町, 津波で被災した荒
浜・吉田東部両地区の住宅
地など,私有地内にあるがれ
きの撤去作業を開始 [W:河北

新報]

・亘理町愛宕前のトラック運
転手(52)ら従業員9人, 震災
に乗じて運送会社を解雇さ
れたとして,岩沼市の会社に
解雇の無効を求め,仙台地裁
に提訴 [W:河北新報]

・岩沼市の運送会社「永大商
事」の従業員9人, 東日本大
震災を口実に不当解雇され
たとして,地位確認と賃金の
支払いを同社に求める訴訟
を仙台地裁に提訴 [A]

・南三陸町の志津川病院,イス
ラエル軍の緊急医療部隊か
ら引き継いだ医療機器を使
い,仮設診療所として外来診
療を再開 [A]

・公立志津川病院,宮城県登米
市の旧市立よねやま病院の
病棟を借り受け入院機能を
移すことが判明 [W:河北新報]

・東北最大の地方銀行である
七十七銀行(本店・仙台市),
資本増強のため公的資金の
申請を検討すると発表 [A]

・宮城県大崎市の蔵元「一ノ
蔵」, 中断していた日本酒
造りをほぼ5週間ぶりに再
開 [W:河北新報]

・岩手県,津波で浸水した沿岸
12市町村の約58万平方キロ
で,住宅などの建築を禁止す
る方針を決定。4月18日に建
築基準法の「災害危険区域」
に指定する条例の制定を求
める [A]

・岩手県,東日本大震災の復興
計画の推進を担う「復興局」
を4月下旬をめどに設置する
ことを明らかに [W:岩手日報]

・岩手県の義援金配分委員会,
東日本大震災で被災した住
民に配分する国と県の義援
金(第1次分)について,死亡・
行方不明者1人当たりと住宅
全壊1戸当たりは各50万円,
住宅半壊は1戸当たり25万円
と決定。4月20日に総額144
億6200万円を23市町村に送
金 [W:岩手日報]

・洋野町,東日本大震災で被災
した町内の水産加工業者や
漁協が早期に事業再開する
ための支援金として計3億円
を助成することを決定 [W:岩

手日報]

・イギリス:外務省,福島第1原
発からの退避勧告を半径80
キロ圏から60キロ圏に見直
したと発表 [メルトダウン]

・韓国:古里原発1号機(釜山市)
をめぐり,同市中心部に位置
する南区議会が, 1号機の即
時稼働中止と廃炉を求める
決議を全会一致で採択 [A]

・クェート:政府, 日本の復興
を支援するため, 原油など
500万バレル分を無償供与す
ることを決定。国営クェー
ト通信が明らかに [A]

・中国:日系企業キャノン(中
国)公司, 北京市人民警察に
対し日本人従業員が速やか
に帰国できるよう協力した
ことに対し錦旗を贈呈,感謝
の意を伝えた [RJ]

・中国:党建軍による論評「隣
国は欧米より日本の原発危
機対処に関与すべき」チャ
イナネットに発表 [RJ]

・中国:日本が観光支援のため
中国人の「ノービザ」を検
討していることを,チャイナ
ネットが伝える [RJ]

・中国:山東省農業庁, 同省の
一部企業で対日輸出の受注
が増加傾向にあることを明
らかにする(中国人民網) [RJ]

・ロシア:外務省, 日本への渡
航自粛勧告を解除する声明
を発表 [A]

Mon.
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4月
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(月)
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全般 国/政治経済 原発/東電 自衛隊 米軍/米国 基礎的インフラ 生活/生産の基盤 学界/専門家組織

Mon.
18

Apr.

4月
18日
(月)

14:25海自:「くにさき」が渡波地区の被災民43名
に入浴支援を実施 [SDF]

14:25海自:「くにさき」が渡波地区の被災民に健
康相談を実施。また,物資(灯油,食糧,日用品等)
を提供 [SDF]

14:49 空自:第1輸送航空隊C-130Hが救援物資(食
糧,給水袋等)を名古屋から松島へ空輸 [SDF]

16:00海自:「ちくま」が大島の被災民32名に入浴
支援を実施 [SDF]

16:26海自:「さわゆき」が大島の被災民36名に入
浴支援を実施 [SDF]

16:56海自:「ゆら」が物資輸送作業を終了(陸自大
型トラック×2,軽油ドラム缶×96) [SDF]

17:00海自:横須賀警備隊が宮城県石巻市中央市営
駐車場にて被災者163名に入浴・シャワー支援を
実施 [SDF]
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全般 国/政治経済 原発/東電 自衛隊 米軍/米国 基礎的インフラ 生活/生産の基盤 学界/専門家組織

Tue.
19

Apr.

4月
19日
(火)

04:14 秋田県内陸南部を震
源とする地震,同県大仙市
で震度5弱, 秋田市などで
震度3 [A]

23:10頃 茨城県南部を震源
とする地震,同県と栃木県
などで震度4 [A]

・警視庁,岩手・宮城・福島
の3県で4月11日までに確
定された死亡者1万3135
人の検視結果を発表。
水死が92.4%(1万2143人),
60歳以上が65.2% [A]

・菅政権,税制の臨時特例法
案を閣議決定して国会に
提出。被災した住宅や工
場や自動車にかかる税の
減免,新たに取得する際の
税の優遇などが柱 [A]

・菅首相,福島県飯舘村の菅
野村長と首相官邸で会談。
「申し訳ない」と陳謝 [メル

トダウン]

・片山総務相,「復興特区」
の要望が出ていることに
ついて前向きに検討する
考えを表明 [A]

・細川厚労相が野田財務
相・玄葉国家戦略相と協
議。東日本大震災の復興
に充てる第一次補正予算
案に年金の財源から2兆5
千億円を流用することを
容認 [A]

・海江田経産相, 同省OBの
再就職について電力業界
だけでなく他の所管業界
に関しても「抜本的に見
直していく」と表明 [A]

・自民党の石破政調会長に
よる「議員立法構想」,自
民党内の反発により1日で
失速 [A]

・モスクワの日本大使館で
「感謝と連帯の集い」。被
災地に駆けつけたロシア
緊急援助隊に河野駐ロシ
ア大使が感謝状 [A]

10:08 福島第1原発2号機のタービ
ン建屋地下や坑道にたまった高
濃度汚染水,敷地内の集中廃棄物
処理施設へ移送開始 [A]

23:30 IAEA(国際原子力機関)のフ
ローリー事務次長, 福島第1原発
事故の調査団を派遣する方向で
日本政府と調整中であること会
見で表明 [A]

・東電, 福島第1原発1・2号機の電
源盤と3・4号機の電源盤とをつな
ぐ作業を完了したと発表 [メルトダ

ウン]

・東電,福島第1原発2号機建屋内放
射線量をロボットで計測した結
果を発表。1階で入り口内側すぐ
で毎時4.1ミリシーベルト,湿度が
94～99% [メルトダウン]

04:45陸自:北部方面航空隊UH-1映像伝達機×1機
が余震の状況を偵察するため八戸離陸 [SDF]

05:07 空自:秋田救難隊UH-60×1機が余震の状況
を偵察するため秋田離陸 [SDF]

05:09 海自:第2航空群固定翼機が秋田内陸部で発
生した地震の偵察飛行を実施 [SDF]

06:57空自:松島基地が捜索救助を開始 [SDF]

06:58空自:松島基地が物流管理支援を開始 [SDF]

07:00 陸自:第9師団各部隊が陸前高田市等にて捜
索活動を開始 [SDF]

07:33 空自:北空派遣隊(山田)が捜索救護を開
始 [SDF]

07:45 陸自:第12施設群が気仙沼市にて捜索支援,
瓦礫除去等を開始 [SDF]

07:50 陸自:第13施設隊が南三陸町にて捜索支援,
瓦礫除去等を開始 [SDF]

07:57 空自:北空派遣隊(山田)が物資輸送を開
始 [SDF]

08:00 原子力:第12旅団各部隊等が福島第1原発
30km圏内にて捜索を開始 [SDF]

08:05 空自:北空派遣隊(山田)が炊き出しを開
始 [SDF]

08:08空自:松島救難隊U-125とUH-60Jが石巻周辺
で捜索救助活動を開始 [SDF]

08:15 海自:第2航空群固定翼機が被災地周辺での
捜索救難飛行を実施 [SDF]

08:15 空自:北空派遣隊(山田)が救護作業を開
始 [SDF]

08:15陸自:中央即応連隊が捜索を開始 [SDF]

08:17海自:第72航空隊ヘリが被災地での捜索救助
飛行を実施 [SDF]

08:25 空自:松島基地が環境整備(大曲地区清掃)を
開始 [SDF]

08:27 空自:北空派遣隊(山田)が捜索救護を開
始 [SDF]

08:30 陸自:第301坑道中隊が南三陸町にて捜索支
援,瓦礫除去等を開始 [SDF]

08:37 空自:松島基地が環境整備(参考館清掃)を開
始 [SDF]

08:54空自:松島基地が瓦礫除去を開始 [SDF]

09:13空自:松島基地が医療支援を開始 [SDF]

09:25陸自:第1戦車群が捜索活動を開始 [SDF]

11:28空自:入間ヘリCH-47が救援物資を石巻総合
グラウンドから清崎運動公園まで空輸 [SDF]

12:47 空自:第3輸送航空隊C-1が救援物資(食糧)を
福岡から花巻へ空輸 [SDF]

13:37海自:「えんしゅう」が気仙沼大島の被災者
に救援物資を輸送 [SDF]

・米原子力空母ド
ナルド・レーガ
ン, 長崎県佐世
保市港に入港。
乗務員の休養や
補給が目的 [A]

・米電力大手NRG
エナジー,東芝・
東京電力とテキ
サス州で進めて
いた原子力発電
所の増設計画に
ついて, 今後の
投資をとりやめ
ると発表 [A]

09:00時点 NTT東日本が福島・宮城・岩
手・青森・山形・秋田・茨城・栃木・群
馬・千葉・埼玉・神奈川・新潟・東京・
長野・山梨の各都県で設置した特設公
衆電話は計2,019台 [W: NTT東日本]

・日本鉄鋼連盟, 東京・東北における夏
場の節電に協力するため, 東日本での
生産をできるだけ西日本に移すよう鋼
鉄各社に提案することを決定 [A]

・厚労省,被災者向けの仮設住宅に介護
保険サービスを受けられる介護拠点施
設を併設することを被災9県に通知 [A]

・農水省,農業委員の統一選挙について,
被災により実施が難しい自治体で延期
することを決定 [A]

・農水省, 農地・水保全管理支払交付金
に係る取扱いについて通知。報告期限
の延長,報告書の簡素化,交付金の遡及
変換の免除など [W:内閣府]

・農水省,中山間地域等直接支払交付金
及び中山間地等直接支払推進交付金に
係る取扱いについて通知。被災した協
定農用地について,遡及変換の免除,被
災市町村の報告期限の延長など [W: 内

閣府]

・国交省,市街化調整区域への建築物の
移転における,開発許可制度(都市計画
法)の弾力的な運用について通知 [W:内

閣府]

・日本建築学会, 2011年度第1回農村
計画委員会を開催。「漁村集落再生
のシナリオ――東日本大震災からの
復興」と題する研究懇話会の開催,
第2回拡大農村計画委員会(5月13日)
の開催を決定 [建築雑誌; No.1622]

・日本建築学会,大災害復興支援本部
連絡会を開催。また関係6学会(建築
学会・土木学会・地盤工学会・機械
学会・地震工学会・地震学会)で情報
交換 [建築雑誌; No.1622]

・日本建築防災協会主催・日本建築士
事務所協会連合会共済で「震災復旧
のための震災建築物の被災度区分判
定基準及び復旧技術指針講習会」講
師養成講習会を開催 [W: 日本建築士事

務所協会連合会]

・日本建築士会連合会, 第2回東日本
大震災に対する災害対策特別委員会
(Web会議)を実施。応急仮設住宅の
供給等について協議 [W: 日本建築士会

連合会]

・都市計画コンサルタント協会,東日
本大震災復興特別委員会を設置。第
1回委員会を開催 [W:都市計画コンサル

タント協会]

・日本弁護士会, 「東日本大震災に
関する第1次緊急提言」を首相に提
出 [W:日本弁護士会]

・新潟県弁護士会,「仮払補償金の支
払対象者に関する会長談話」を発
表 [W:新潟県弁護士会]

・日本技術士会原子力・放射線部会,
福島対応ワーキングぐるーうを設
置,第1回会合を実施 [W:日本技術士会]

・内閣府経済社会総合研究所の小野善
康所長, 復興費の財源について, 国
債よりも復興税でまかなうのが当然
との見解 [A]

・日本原子力産業協会, IAEAの専門家
16人による声明文を翻訳してウェ
ブサイトに掲載。声明は拘束力のあ
る国際規制機関の創設も提案 [A]

・野村総合研究所, 「第8回提言 復興
に向けた国際交通, 観光, 物流対策」
を発表 [W:野村総合研究所]
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・JCN,第二回震災ボランテ
ィア・NPO等と各省庁と
の定例連絡会議を開催 [W:

JCN]

・NPO法人しんぐるまざあ
ず・ふぉーらむ,「震災で
困っている女性&シング
ルマザーのための《パー
プル・ホットライン》を創
設 [W:多文化共生マネージャー

全国協議会]

・国 際 環 境NGOのFoE-
Japan, 被災地復興支援に
ついて飯能市のNPO法人
森の市場と会合 [W: FoE-

Japan]

・神奈川災害ボランティ
アネットワーク, 民間協
力による緊急物資中継輸
送・情報支援活動を行う災
害メッセンジャーからの
要請を受け, 4月19～23日,
及び5月3日～4日, 宮城県
南三陸町にて支援物資の
配布を実施 [W:神奈川災害ボ

ランティアネットワーク]

・核燃料廃棄物搬入阻止実
行委員会, 4月10日の集会
アピールをもとに申し入
れ行動。東北電力・日本
原電・電源開発・資源エネ
ルギー庁・原子力安全保
安院・東京電力・青森県庁
に対して [W:核燃料廃棄物搬

入阻止実行委員会]

・エネルギー政策転換に向
けた議員セミナーが開催。
主催はFoE Japan, 環境エ
ネルギー政策研究所,原子
力資料情報室,グリーン・
アクション,グリーンピー
ス・ジャパン 「環境・持
続社会」研究センター,原
水爆禁止日本国民会議 [W:

原子力資料情報室]

・茨城県つくば市,福島県か
ら避難の転入者に対し放
射線量検査を求める措置
を決定したが,抗議を受け
て撤回していたことが判
明。市原市長が陳謝 [メル

トダウン]

・文科省,福島県内の小中学
校と幼稚園の暫定的な利
用基準を公表。校庭の放
射線量が毎時3.8マイクロ
シーベルト以上で屋外活
動を制限 [A]

・海江田経産相, 同省OBの
再就職について電力業界
だけでなく他の所管業界
に関しても「抜本的に見
直していく」と表明 [A]

・四国4県議会の正副議長,
伊方原発を視察。安全対
策や情報公開を求める
緊急要請を四国電力に提
出 [A]

・九州電力,玄海原発で電力
復旧訓練を実施。地元住
民などにも公開 [佐賀新聞]

・JRA, 6月18日からの2回福
島競馬の中止を決定。震
災でスタンドの一部が被
害を受け,復旧の見通しが
立たないため [NS]

・日本トライアスロン連合,
5月14・15日に開催予定だ
った世界選手権シリーズ
横浜大会の延期を発表。
原発事故や余震を理由に
主力選手が欠場する意向
を表明 [A]

・ハウステンボス,長崎港と
中国・上海を結ぶ定期旅
客船の就航を秋以降に延
期する方針を発表 [A]

・プロ野球,開幕から一週間
で引き分けが昨年同時期
の四倍との報道。今季限
定で導入した「三時間半
ルール」が大きな要因 [A]

・内閣府が3月の消費動向
調査を発表。震災後の消
費者心理の悪化を反映し,
暮らし向きなどへの意識
を示す指数が38・6と, 前
月から2・6ポイント低下。
2004年4月以来最大の下
落幅 [A]

・大成建設,新宿センタービル(1979年建築)が震災時に国の
耐震基準の約13倍の13分間の揺れを観測したことを明ら
かにした,との報道 [A]

・千葉県浦安市で市立小学校18校の給食が始まる。当初4月
12日からの予定だったが,全小学校の給食約1万2千食を一
手に賄う千鳥学校給食センター(同市千鳥)が被災したため
1週間延期 [CN]

・大畠国交相(衆院茨城5区),震災被害の大きかった茨城県北
の沿岸地域を視察。日立・高萩・北茨城の3市長と面談 [I]

・運転不能となっていた茨城県の鰐川浄水場,復旧工事が完
了。神栖市内の配水場へ送水を開始 [I]

・茨城大,各研究者の中間報告会を水戸市文京の同大構内で
開催。一般市民150人が参加 [I]

・茨城県に寄せられた義援金は約12億円(4月19日時点)。国
からの配分総額と合わせると,約40億円 [I]

・日本原子力発電, 東海村白方の東海第2原発で津波にとも
なう全電源喪失を想定した緊急時対応訓練を実施 [I]

・福島県, 県外に非難している県民の数を
公表。4月18日時点で約2万9833人が, ほ
ぼ全ての都道府県で避難生活を送る [A]

・文科省, 毎時3.8マイクロシーベルト以
上の放射線量を測定した学校について,
屋外活動制限を要請。福島県内では13校
が基準値を上回り, 当面の屋外活動が制
限 [FP]

・福島第1原発から20～30キロの屋内退避
圏外とされていた田村市常葉町の山根地
区8世帯,実際には圏内だったことが市の
調査で判明 [FP]

・福島県警, 福島第1原発20キロ圏内の避
難指示区域内に63世帯がいたことを確
認 [FP]

・茨城県つくば市, 福島県から転入希望の
避難者に対し, 放射線の影響を調べるス
クリーニング検査や, 検査証明書の提出
を求めていたことが判明 [FP]

・会津若松市に全町移転した大熊町の幼稚
園と小・中学校で,授業開始 [FP]

・福島第1原発事故の避難指示区域等にあ
たる県立高校8校の授業を代わりに行う
「サテライト校」, 県内24校に設置。8校
の生徒の56.6%が「サテライト校」への
通学を希望 [FP]

・郡山市のビッグパレットふくしまに仮役
場を置く富岡町と川内村, 義援金配分申
請の受け入れを開始 [FP]

‐南相馬市, 義援金の一次配分で, 支給対
象に該当しない鹿島区に対し市独自で支
援金を支給する方針を決定 [FP]

‐郡山市とJA郡山市,収入が減少する農家
の支援策として, 無利子で農業災害復興
資金を融資 [FP]

・福島地裁,今後半年間をめどに,被災地の
地裁管内の5市町村の裁判員候補者365人
を呼び出し対象から除くことを発表 [A]

・菅首相, 福島県飯舘村の菅野村長と首相
官邸で会談。「申し訳ない」と陳謝 [メル

トダウン]

・宮城県, 「県震災復興会議」
の構成委員を固める。日本
総合研究所理事長の寺島実
郎,減災・復興支援機構理事
長の木村拓郎ら12人の専門
家を起用 [W:河北新報]

・宮城県,震災の緊急雇用対策
として,県や市町村の臨時職
員を最大4000人採用すると
発表 [A]

・宮城県教育委員会,東日本大
震災の影響で就職の内定を
取り消された高校新卒者が3
月末時点で100人に上ったこ
とを発表 [W:河北新報]

・仙台市,被災者向けに県が建
設する仮設住宅について,内
陸部の被害も考慮し,当初の
計画と比べ1000戸多い4000
戸に増やす方針を表明 [W:河

北新報]

・仙台市,宮城野区の蒲生・中
野地区で, 津波で被災した
自動車の撤去を開始 [W:河北

新報]

・気仙沼市の菅原市長, ゴー
ルデンウイーク期間中に被
災地を訪れる人が増えるこ
とを懸念し,「なるだけ不要
不急の車が気仙沼に入るの
は避けてほしい」と呼び掛
け [W:河北新報]

・石巻市の沿岸部や旧北上川
沿いで,地盤沈下のため冠水
被害が多発。大潮となる4月
19日には,同市渡波地区で海
水が住宅地に流入,国道など
も水浸しに [W:河北新報]

・宮城交通他5社, JR仙石線代
替バス(石巻-東塩釜)の運行
を開始 [W:国交省]

・宮城県角田市や丸森町など
で有機栽培に取り組む農家,
東京電力福島地域支援室を
訪ね,宮城県南部の田畑や農
作物の放射線量を詳しく測
定するよう要望 [W:河北新報]

・岩手県災害対策本部の集
計(4月19日17時時点)による
と,県内の死者は計4024人と
4000人を突破。依然3822人
が行方不明。捜索は難航 [W:

岩手日報]

・警察庁によると, 岩手・宮
城・福島3県で検視を終えた
遺体のうち92・5%の死因が
水死。水死の割合は岩手87・
3%,福島87%,宮城95・7%。
[W:岩手日報]

・岩手県, 東日本大震災の復
旧・復興に向けた第1弾とな
る2011年度一般会計補正予
算案の知事査定を実施,過去
最大となる約2200億円とす
ることを固めた。4月27日に
開かれる県議会臨時会で提
案 [W:岩手日報]

・岩手県,震災の緊急雇用対策
として,県や市町村などの臨
時職員として被災者5000人
を採用する方針を表明 [A]

・大槌町,仮設住宅の用地とし
て,国に申請した2000戸に対
し2260戸分を確保したこと
を明らかに [W:岩手日報]

・厚労省,岩手・宮城・福島など
9県にデイサービスなどを行
う100カ所以上の仮設の介護
拠点施設を建設することを
決め, 9県に通知 [W:岩手日報]

・中国:欠航状態だった北京発
日本行きの航空便,地震発生
前の便数まで回復。乗客数
も震災直後の数十人から通
常量に戻りはじめる [RJ]

・中国:張徳江副総理, ウクラ
イナの首都キエフで開かれ
た「安全で革新的な原子力
エネルギーの利用」をテーマ
にした首脳級会議に,胡錦濤
国家主席の代理で出席。「各
国・国際組織と緊密に協力
して,原子力の安全な発展を
共同で促進していく」こと
を強調 [RJ]
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全般 国/政治経済 原発/東電 自衛隊 米軍/米国 基礎的インフラ 生活/生産の基盤 学界/専門家組織

Wed.
20

Apr.

4月
20日
(水)

・社民党,脱原発を進めるた
めの行動計画案を発表 [A]

・東日本大震災復興構想会
議検討部会(部会長=飯尾
潤・政策研究大学院大学
教授),首相官邸で第1回会
合 [A]

・財務省が3月の貿易統計
を発表。3月11日から月
末までの輸出は3兆7684
億円で,前年同期に比べて
9.7%減 [A]

・常陸宮夫妻,川崎市とどろ
きアリーナにて東日本大
震災の避難所を訪問 [皇室;

51]

・東電, 福島第1原発1～3号機の燃
料棒の一部溶融を認める [A]

・原子力安全・保安院,福島第1原発
2号機取水口前で4月20日採取の
海水の放射性物質濃度が前日の
数倍に上昇していた件で,新たな
汚染水流出はなくシルトフェン
スが拡散を抑えているとの見解
を表明 [メルトダウン]

・原子力安全委員会の小山田委員,
福島第1原発を訪れ福島市内で会
見。委員の視察は事故後初 [メルト

ダウン]

・東電,原発事故に伴い避難した住
民に当面の生活費として仮払い
する補償金の申請書を避難所で
配布 [メルトダウン]

・菅政権, 福島第1原発の半径20キ
ロ圏内から避難している住民の
「一時帰宅」について, 実施にあ
たっての考え方を関係自治体に
説明 [A]

04:30陸自:第13旅団が新地町役場にて給食支援を
開始 [SDF]

05:07 空自:秋田救難隊UH-60×1機が余震の状況
を偵察するため秋田離陸 [SDF]

06:20 空自:松島基地が沐浴支援を開始(石巻
市) [SDF]

06:57空自:松島基地が捜索救助を開始 [SDF]

06:58空自:松島基地が物流管理支援を開始 [SDF]

07:00 原子力:陸自第12旅団各部隊等が福島第1原
発30km圏内で捜索を開始 [SDF]

07:15原子力:CH-47(サーモグラフィ・放射線測定
器搭載)×1機が福島第1原発上空モニタリングを
開始 [SDF]

07:33 空自:北空派遣隊(山田)が捜索救護を開
始 [SDF]

07:53 陸自:第1地対艦ミサイル連隊が石巻市にて
捜索を開始 [SDF]

07:57 空自:北空派遣隊(山田)が物資輸送を開
始 [SDF]

07:57 陸自:第2地対艦ミサイル連隊が女川町にて
捜索を開始 [SDF]

08:00陸自:第13施設隊が気仙沼市,南三陸町,東松
島市,七ヶ浜町において捜索,瓦礫除去等を開始。
第3地対艦ミサイル連隊が女川町で捜索を開始。
第101特科大隊及び第133特科大隊が石巻市で捜
索を開始 [SDF]

08:05 空自:北空派遣隊(山田)が炊き出しを開
始 [SDF]

08:08空自:松島救難隊U-125とUH-60Jが石巻周辺
で捜索救助活動を開始 [SDF]

08:15 空自:北空派遣隊(山田)が救護作業を開
始 [SDF]

08:20 陸自:第12施設群が気仙沼市にて捜索, 瓦礫
除去等を開始 [SDF]

08:25 空自:松島基地が環境整備(大曲地区清掃)を
開始 [SDF]

08:27 空自:北空派遣隊(山田)が捜索救護を開
始 [SDF]

08:29 原子力:偵察航空隊RF-4×1機が原発の航空
偵察(写真撮影)のため百里を離陸(09時03分百里
着陸) [SDF]

08:30陸自:301坑道掘削中隊が南三陸町にて捜索,
瓦礫除去等を開始 [SDF]

08:36 海自:第2航空群固定翼機が被災地周辺での
捜索救難飛行を実施 [SDF]

08:37 空自:松島基地が環境整備(参考館清掃)を開
始 [SDF]

08:54空自:松島基地が瓦礫除去を開始 [SDF]

09:13空自:松島基地が医療支援を開始 [SDF]

09:36海自:第21航空群ヘリが被災地周辺での捜索
救難飛行を実施 [SDF]

10:00陸自:14旅団が入浴支援を開始 [SDF]

11:28空自:入間ヘリCH-47が救援物資を石巻総合
グラウンドから清崎運動公園まで空輸 [SDF]

12:47 空自:第3輸送航空隊C-1が救援物資(食糧)を
福岡から花巻へ空輸 [SDF]

13:44空自:松島基地が入浴支援を開始 [SDF]

15:00 原子力:空自百里救難隊U-125×1機, UH-
60J×1機が福島第1原発30km圏内の捜索を開
始 [SDF]

15:00 原子力:護衛艦「さわゆき」, 多用途支援艦
「えんしゅう」,護衛艦搭載ヘリにより,福島第1
原発30km圏内の捜索を開始 [SDF]

15:56陸自:13旅団が巡回診療を開始 [SDF]

・米海軍・海兵隊
トップのレイ・
メイバス海軍
長官, 横須賀市
の吉田雄人市
長を訪問。「ト
モダチ作戦」の
有用性と日米関
係の重要性を強
調 [A]

・米原子力空母ジ
ョージ・ワシン
トン, 配備先の
米海軍横須賀基
地に帰港 [A]

・米戦略国際問題
研究所, 東日本
大震災の復興に
向けた日米協力
を考える民間の
特別委員会の初
会合を開催 [A]

09:00時点 NTT東日本が福島・宮城・岩
手・青森・山形・秋田・茨城・栃木・群
馬・千葉・埼玉・神奈川・新潟・東京・
長野・山梨の各都県で設置した特設公
衆電話は計2,001台 [W: NTT東日本]

09:00時点 NTT東日本が青森・岩手・宮
城・秋田・山形・福島・茨城・栃木・
群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・新
潟・山梨・長野の各都県で設置したイ
ンターネット接続コーナーは計266 [W:

NTT東日本]

10:00平岡総務副大臣,岩手・宮城・福島
の3県で地上デジタル放送への移行を
最長1年延期すると発表 [A]

・国交省,今後の震災時にどう鉄道を運
転再開するかを鉄道各社と話し合う協
議会を立ち上げ [A]

・経団連, 8月6～21日に職員約200人が
一斉に夏休みをとることを発表。電力
使用のピークを抑えるため [A]

・経産省,民間の石油備蓄義務量の引き
下げを5月20日まで1ヶ月間延長する
ことを決定 [A]

・トヨタ自動車,北米での操業停止を拡
大すると発表。日本からの部品供給が
遅れるため。6月3日までは通常の7割
減の生産台数 [A]

・日本フランチャイズチェーン協会,全
国の主なコンビニエンスストア10社の
3月の既存店売上高が6465億円にのぼ
ることを発表。前年同月比7.7%増 [A]

・日本経団連,約1400の会員企業・団体
に要請していた今夏の自主節電計画
が, 19日時点で110社・団体から集まっ
たと発表 [A]

・農水省,今年の米について,全国の生産
目標795万トンの達成が難しくなった
ことを明らかに [A]

・国交省,第3回被災者向けの住宅供給の
促進等に関する検討会議 [W:国交省]

・厚労省,国民年金保険料の免除につい
て通知。福島第1原発事故で1避難指示
区域及び緊急時避難準備区域の設定等
を受けた市町村, 2特定避難勧奨地点
の設定を受け避難した被保険者が対
象 [W:内閣府]

・日本建築学会東北支部,「東北地方
太平洋沖地震災害調査速報(19)」を
発表 [建築雑誌; No.1622]

・日本都市計画家協会,災害復興まち
づくり特別委員会内に震災復興まち
づくり支援タスクフォースの設置を
承認 [W:日本都市計画家協会]

・都市計画コンサルタント協会,会員
企業の災害復興関連業務の実績お
よび業務体制等に関する調査を実
施 [W:都市計画コンサルタント協会]

・大阪弁護士会,「東日本大震災及び
これに伴う原子力発電所事故にお
ける被災者のうち, 債務負担のある
者の救済に関する緊急意見書」を首
相・法相・金融担当相・消費者及び
食品安全相・衆院議長・参院議長に
提出 [W:大阪弁護士会]

・日本社会福祉士会,宮城県南三陸町
地域包括支援センターへの支援のた
め, 4月20日以降, 毎日2名を継続し
て派遣 [W:日本社会福祉士会]

・国立感染症研究所感染症情報セン
ター, 被災地・避難所における予防
対策にむけ, 「被災地における麻し
んについて(第2報)」を公表 [W: 国立

感染症研究所]

・日本学術会議の被災地域の復興グラ
ンド・デザイン分科会とエネルギー
政策の選択肢分科会, 合同で第1回
会議を開催 [W:日本学術会議]

・東日本大震災復興構想会議検討部
会(部会長=飯尾潤・政策研究大学院
大学教授),首相官邸で第1回会合 [A]

・東京大学,キャンパスの電力消費を
スマートグリッドで「見える化」し,
自主的な削減を促す。実証実験が行
われた横浜市の金沢産業団地では,
震災後4割の削減に成功 [A]
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・NPO法人・ともに浜をつ
くる会の「気仙沼応援隊」,
宮城県気仙沼市大島地区
へ物資を配送。主に大島
小学校・大島中学校への
学用品 [ともに浜をつくる会会

報『絆』vol.7]

・グリーンピース,オランダ
政府を通じて日本政府に
海洋調査を申請 [W: グリー

ンピース]

・消費科学連合会,「放射線
の身体への影響」と題し
た講演会を世田谷区奥沢
区民センターで開催。講
師は大場恭子・金沢工業
大学・東京原宿科学応用
倫理研究所研究員 [W:消費

科学連合会]

・連合,東日本大震災の復興
財源を時限的な資産・所
得課税の増税でまかなう
案を発表 [A]

・菅首相,基準超える放射性
物質を検出した福島県沖
コウナゴについて,原子力
災害対策特別措置法に基
づき出荷停止と摂取制限
を福島県知事に指示 [A]

・福島県, 文科省の放射線
安全基準3.8ミリシーベル
ト/時を, 県高校と公園に
も適用することを決定 [メ

ルトダウン]

・日本商工会議所,輸出貨物
が放射能に汚染されてい
ないことを示すため国内
企業が発行する書類の発
給件数が1007件に達した
ことを発表 [A]

・市民団体,千葉県・茨城県
に住む女性4人の母乳から
放射性ヨウ素が検出され
たと発表 [A]

・原子力安全・保安院,福島
第1原発事故をうけて玄海
原発で立ち入り検査 [佐賀

新聞]

・中部電力と日本原子力研
究開発機構,浜岡原発と高
速増殖炉もんじゅについ
ての緊急安全対策を経済
産業省に報告 [A]

・Jリーグ, 4月23日に迫った
リーグ再開を前に, 試合
中に地震が起きた場合即
座に試合を中断すると決
定 [NS]

・オリエンタルランド, 東
京ディズニーシーを4月
28日に再開すると発表 [A]

・ソフトバンクの孫正義社
長, 「自然エネルギー財
団」を数ヶ月以内に発足
させると表明 [A]

・東大地震研究所地震火山
情報センター長,天皇・皇
后に「地震のメカニズム
と東北地方太平洋地震等
について」説明 [皇室; 51]

・芸能事務所アミューズ所
属の歌手・俳優によって
結成された「チーム・ア
ミューズ!!」,楽曲「Let’s
try again」を配信 [A]

・グーグルが在米日本大使
館を訪問,「政府が個別に
削除を求めることに懸念」
伝える [A]

・被災地派遣を嫌いレン
タルビデオ店で下半身露
出した海上自衛隊員を逮
捕 [NS]

・「調布市花火大会」(東京都調布市)の中止が決定 [A]

・常陸宮夫妻,川崎市とどろきアリーナにて東日本大震災の
避難所を訪問 [皇室; 51]

・千葉県浦安市, 罹災証明書の発行に向け, 液状化の被害の
大きかった中町・新町地区の全9029棟を対象とする第一次
調査を完了。多額の修理費を必要とする住民に対し,判定
結果の大半は支援の受けられない「一部損壊」。液状化被
害の実情を反映できない判定基準に住民や現場は悲鳴 [CN]

・オリエンタルランド, 東京ディズニーシーを4月28日に再
開すると発表 [A]

・市民団体,千葉県・茨城県に住む女性4人の母乳から放射性
ヨウ素が検出されたと発表 [A]

・茨城県警警備課によると,県警が県外の被災地に派遣した
人数は延べ124人。内訳は行方不明者を捜索した機動隊54
人,遺体を検視した刑事部20人など [I]

・茨城県福祉指導課の集計によると, 4月20日時点で,全壊・
全焼は1079世帯(北茨城市が164世帯で最多)。半壊は4387
世帯 [I]

・茨城県北茨城市大津町の大津漁港で,震災後初めての競り。
約40日ぶり [I]

・筑波大の入学式, 東日本大震災で延期されていたが, 茨城
県つくば市天王台の同大陸上競技場で開催。新入生や保護
者ら約3500人が参加 [I]

・偕楽園と弘道館の原状回復を願う市民団体など,「偕楽園・
弘道館復興支援の会」を設立。来年3月までの1年間募金活
動を行う [I]

・サッカーJ2水戸, 1月加入した韓国出身のMF李強との契約
解除を発表。余震や福島第1原発事故への不安から本人が
契約解除を要望 [I]

・東日本大震災による栃木県内の農地や農業用施設の被害
額が71億2700万円に上ることが判明。県災害対策本部の
会議で報告 [S]

・菅政権,福島第1原発の半径20キロ圏内か
ら避難している住民の「一時帰宅」につ
いて, 実施にあたっての考え方を関係自
治体に説明 [A]

・福島県警,福島第1原発10キロ圏内の富岡
町, 10～20キロ県の楢葉町で,行方不明者
の捜索を初めて実施 [FP]

・福島県, 小・中学校や幼稚園等に対して
国が設定した屋外放射線量の暫定基準値
(毎時3.8マイクロシーベルト)を, 県内の
高校と公園にも適用することを決定 [FP]

・政府, 福島県内に水揚げされたコウナゴ
の摂取と出荷を控えるよう関係事業者や
住民に要請することを,県に指示 [FP]

・相馬市のセリや桑折町のコマツナなど, 4
品で暫定基準値を上回る放射性物質を検
出 [FP]

・水道の断水が続いていたいわき市は, 4月
20日時点で復旧率が98.6%に到達。甚大
な被害が出た沿岸部を除きほぼ復旧を完
了 [FP]

・東電,福島第1原発30キロ圏内で避難や屋
内退避を強いられている住民に, 補償金
の仮払請求書の配布を開始 [FP]

・飯舘村では, 村内の各小・中学校で始業
式。4月21日からは川俣町の間借り校舎
にスクールバスで通学 [FP]

‐福島県, 原発事故により課税できなく
なった核燃料税条例について廃止を含め
て見直す検討に入った [FP]

・警察庁のまとめ(4月20日午
前10時時点)によると, 宮城
県内の死者は8505人 [W:河北

新報]

・宮城県内の避難所に身を寄
せた被災者のうち,ホテルな
どに2次避難したのは4月19
日時点で7市町1543人にとど
まることが判明 [W:河北新報]

・宮城県, 計3万戸が必要と見
込まれる仮設住宅を9月末ま
でに全戸完成させる方針を
固めた [W:河北新報]

・石巻市内から県内の避難所
への2次避難の第1陣, 川崎
町青根温泉の宿泊施設に移
動 [W:河北新報]

・「水産復興会議」の水揚げ部
会,石巻市で初会合。仮設の
魚市場の建設などを協議 [A]

・多賀城市,東日本大震災の義
援金に,市の独自追加分を上
乗せして被災者に支給する
ことを決定。4月20日よりの
罹災証明書発行に合わせて
実施 [W:河北新報]

・南三陸町の医療統括本部,
現在の診療体制を段階的に
変更し, 5月14日から公立志
津川病院と鎌田医院の仮診
療所に集約する方針を固め
た [W:河北新報]

・岩手県,被災した沿岸12市町
村に対し,浸水地域に住宅な
どの建築を制限する条例の
制定について説明を開始 [W:

岩手日報]

・宮古市臨港通の旧宮古魚市
場前で,波が岸壁を越え荷さ
ばき場が冠水。地盤沈下に
加え,大潮の時期と重なった
ため [W:岩手日報]

・釜石市の釜石小学校で入学
式。釜石の復興と子供たち
の健やかな成長を願う「虎
舞」,披露される [平成の三陸大

津波]

・文化庁記念物課の本中真主
任文化財調査官,甚大な被害
を受けた陸前高田市の国の
名勝高田松原を視察。名勝
の指定を継続する考えを提
示 [W:岩手日報]

・韓国:韓国水力原子力,故障で
停止している古里原発1号機
(釜山市)について, 運転を当
面再開しないことを決定 [A]

・中国:在日中国企業約300社
で構成された公益団体「日
本中華総商会」,宮城県気仙
沼市本吉町の峰仙寺で中華
料理の炊き出しを行い,同寺
院で避難生活を送る被災者
約2000人に美味しいご馳走
を振舞った [RJ]

・中国:論説「中日間の断ち切
れない歴史的・文化的絆」人
民日報に掲載 [RJ]

・原子力安全サミット(約50の
国・機構が参加), 閉幕。日
本の原発事故対応を念頭に,
「大規模な自然災害による原
発事故では迅速な対応が重
要」とする宣言を採択 [A]

・原発についての世論調査
の結果, 世界47カ国・地域
で原発賛成は57%から49%
へ, 反対は32%から43%へ。
WIN―ギャラップ・インター
ナショナルが調査 [A]

Wed.
20

Apr.

4月
20日
(水)
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Wed.
20

Apr.

4月
20日
(水)

17:00海自:横須賀警備隊が宮城県石巻市中央市営
駐車場にて被災者176名に入浴・シャワー支援を
実施 [SDF]
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Thu.
21

Apr.

4月
21日
(木)

・日本政府,福島第1原発の
事故について北京で説明
会を開催。原子力安全基
盤機構の佐藤達夫理事が
報告 [A]

・菅首相, オーストラリア
のギラード首相と会談。
液化天然ガスについて市
場価格での安定供給を確
約 [A]

・菅首相, 福島県の佐藤知
事と会談。「計画的避難区
域」について「詳細な地
域は明日発表する」 [A]

・自民党の谷垣総裁, 靖国
神社の春季例大祭に参拝。
「震災が起き, 国家国民の
ために頑張っている方の
仕事にどう応えるか,改め
て考えなければいけない」
[A]

11:00菅首相, 4月22日午前0時から
福島第1原発の半径20キロ圏内を
災害対策基本法に基づく警戒区
域に設定し, 第2原発の避難区域
を半径10キロ圏内から8キロ圏内
に変更することを指示 [NK]

11:30東電, 福島第1原発2号機取水
口付近から海に流れ出ていた高
濃度汚染水の放射能の総量につ
いて, 4月1日から6日までで4700
兆ベクレルとの推計値を発表。
国の基準で定められた年間放出
量の約2万倍に相当 [A]

・東電, 放射性物質の付着した福
島第1原発敷地内のがれきを遠隔
操作の重機で撤去する作業を開
始 [メルトダウン]

・文科省, 福島第1原発から半径20
キロ圏内の大気中放射線量を始
めて公表 [メルトダウン]

・菅首相,東電の工程表に関し「計
画を前倒しするように努力し,将
来の展望が持てる形にしたい」と
述べ,避難住民の早期帰宅を目指
す考えを強調 [メルトダウン]

・経産省, 福島第2原発について緊
急の安全対策を実施し, 5月20日
までに実施状況を報告するよう
東電に求める [メルトダウン]

・東電, 社員年収を2割ほど削減す
る方向で労働組合と交渉入り [メ

ルトダウン]

・東電,新潟の柏崎刈羽原発に防波
堤を設置すると発表 [A]

06:30 空自:松島基地が沐浴支援を開始(石巻
市) [SDF]

06:30 陸自:第5旅団第5後方支援隊が牡鹿地区に
て作業開始。第2施設団が女川町にて行動開
始 [SDF]

06:50 空自:松島基地が給水活動を開始(石巻
市) [SDF]

07:00 空自:松島基地が捜索救助を開始(石巻
市) [SDF]

07:00 原子力:陸自第12旅団各部隊等が福島第1原
発30km圏内で捜索を開始 [SDF]

07:05陸自:第10師団が山下小学校にて救難支援活
動を開始 [SDF]

07:10空自:松島基地が物流管理支援活動を開始(石
巻市) [SDF]

07:15空自:松島基地が流出物回収活動を開始(石巻
市) [SDF]

07:28空自:松島基地が復旧支援活動を開始(陸前小
野駅周辺) [SDF]

07:30陸自:第5旅団第4普通科連隊が牡鹿地区にて
作業開始。第5旅団第6普通科連隊が石巻市にて
作業開始 [SDF]

07:33海自:第21航空群ヘリが被災地周辺での捜索
救難飛行を実施 [SDF]

07:56 空自:航空救難団(松島)U-125AとUH-60Jが
捜索救助活動を開始(12時01分松島着陸) [SDF]

07:57 空自:松島基地が捜索救助を開始(東松島
市) [SDF]

08:00 原子力:航空救難団(百里)U-125AとUH-60J
が福島第1原発20キロ～30キロ圏内で捜索救助
活動を開始(10時59分百里着陸) [SDF]

08:00陸自:中央即応集団中央即応連隊が広野町に
て作業を開始 [SDF]

08:04 原子力:陸自第5施設団第9施設群が福島第1
原発30km圏内で放射線量測定を開始 [SDF]

08:18 空自:北空派遣隊(山田)が物資輸送を開
始 [SDF]

08:23 空自:北空派遣隊(山田)が救護活動を開
始 [SDF]

08:25 空自:北空派遣隊(山田)が捜索救助を開
始 [SDF]

08:27 海自:第2航空群固定翼機が被災地周辺での
捜索救難飛行を実施 [SDF]

08:33空自:北空派遣隊(山田)が炊出しを開始 [SDF]

08:58空自:松島基地が民生支援活動を開始(東松島
市) [SDF]

09:07 空自:松島基地が医療支援を開始(東松島
市) [SDF]

09:25 空自:北空派遣隊(山田)が燃料輸送を開
始 [SDF]

09:30 陸自:第1戦車群が釜谷地区にて捜索活動を
開始 [SDF]

10:52空自:航空救難団(松島)CH-47Jが救援物資の
空輸を開始(11時55分松島着陸) [SDF]

12:58原子力:空自航空救難団(百里)U-125AとUH-
60Jが福島第1原発20キロ～30キロ圏内で捜索救
助活動を開始(16時00分百里着陸) [SDF]

12:59 空自:航空救難団(松島)U-125AとUH-60Jが
捜索救助活動を開始(18時34分松島着陸) [SDF]

15:00 原子力:護衛艦「さわゆき」, 多用途支援艦
「えんしゅう」,護衛艦搭載ヘリにより,福島第1
原発30km圏内の捜索を開始 [SDF]

15:02海自:「しもきた」が大島・気仙沼地区の被
災者130名に入浴・シャワー支援を実施 [SDF]

・自衛隊と在日米
軍合同のソウル
トレイン作戦,
JR仙石線復旧
に向けて開始。
宮城県東松島
市の野蒜駅周辺
のがれきを撤去
(29日まで) [A]

05:31 JR東北線が全線で運行再開 [震災と

鉄道全記録]

09:00時点 NTT東日本が福島・宮城・岩
手・青森・山形・秋田・茨城・栃木・群
馬・千葉・埼玉・神奈川・新潟・東京・
長野・山梨の各都県で設置した特設公
衆電話は計2,002台 [W: NTT東日本]

13:54 おおたかどや山標準電波送信所
(福島県田村市), 電波時計の時刻合わ
せに使う「標準電波」の送信を再開 [A]

・午後 リニア中央新幹線を検討する国
土交通省の審議会, 建設計画を認める
最終答申案をとりまとめ。リニアの耐
震性について「安全確保は確認でき
た」 [A]

・環境省,自然エネルギー導入時の発電
量の試算を発表 [A]

・第4回被災者等就労支援・雇用創出推
進会議。震災後に被災者に提供された
求人が同日までに約2万人分に達した
と発表 [A]

・厚労省,災害援護資金の貸付を無利子
とする方針を発表 [A]

・国交省, 仮設住宅について, 岩手・宮
城・福島3県で用地確保できた場所か
ら順次工事を発注するよう要請する方
針を決定 [A]

・国交省,被災地で国が発注する公共工
事について,前払金の割合を5割に引き
上げることを発表 [A]

・地方公共団体が被災した船舶の処理
を進める際のガイドライン(暫定版),
国交省・農水省等が共同でとりまと
め [W:国交省]

・日本建築士会連合会の先遣隊第2陣,
A班が盛岡市・陸前高田市・大船渡
市・三陸町を, B班が盛岡市・宮古
市・山田町・大槌町・釜石市を現地
視察 [W:日本建築士会連合会]

・日本建築士事務所協会連合会の東
日本大震災対策本部, 地方公共団体
からの依頼に基づく応急危険度判定
士の派遣状況について調査協力を依
頼 [W:日本建築士事務所協会連合会]

・全日本土地区画整理士会,「東日本
大震災災害復興まちづくり研究会」
をスタート [W:全日本土地区画整理士会]

・日本公園緑地協会, 4月21日～23日
にかけて宮城県仙台市・東松島市・
石巻市・岩沼市・名取市で「東日本
大震災における公園緑地等第1次現
地概査」を実施 [W:日本公園緑地協会]

・都市再生機構,復興計画の策定等に
係る支援要員を岩手県宮古市, 野田
村に派遣 [W: UR]

・福島県弁護士会,「原子力損害賠償
紛争審査会の審議において福島県民
の意見が十分に反映されるよう求
める会長声明」を発表 [W:福島県弁護

士会]

・新潟県弁護士会,「原子力損害賠償
紛争審査会の会議のあり方等に関す
る緊急申入書」を提出 [W:新潟県弁護

士会]

・日本社会福祉士会, 福島県社会福
祉士会事務所(郡山市)の応援のた
め, 4月21日～23日, 27日～30日にか
けて, 毎日1名の本部事務職員を派
遣 [W:日本社会福祉士会]

・日本税理士会連合会, 経産相に宛
て, 「電子証明書の発行申請に係る
本人確認に関する緊急要望書」を提
出 [W:日本税理士会連合会]

・日本核医学会,「核医学検査,治療は
医療の重要な一部門です:日本核医
学会からのお願い」をホームページ
に掲載 [W:日本核医学会]

・国立感染症研究所感染症情報セン
ター, 「被災地・避難所における感
染症発生情報の探知支援システムに
関して(関係自治体・保健所の皆様
への情報提供)」を発表 [W:国立感染症

研究所]

・放射線医療総合研究所,緊急被ばく
医療と緊急被ばく医療支援チームの
パンフレット(電子ブック版)をホー
ムページに掲載 [W: 放射線医療総合研

究所]

・三菱総合研究所,「夏の停電回避を
確実にするために――鍵を握る家庭
部門の節電行動」を発表 [W:三菱総合

研究所]
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・国 際 環 境NGOのFoE-
Japan, 「年20ミリシーベ
ルト基準」に関する政府
交渉に出席 [W: FoEJapan]

・文科省,福島第1原発半径
20キロ圏内の大気中の放
射線量の調査結果を発表。
「まだら汚染」の実態が判
明 [A]

・食品安全委員会,食品中の
放射性物質が健康に及ぼ
す影響を話し合う作業部
会の初会合 [A]

・パルシステム生活協同組
合連合会,出荷停止中の千
葉県田古町産ホウレンソ
ウを組合員70人に販売し
たことが判明。千葉県が
発表 [A]

・佐賀県唐津市議会の玄海
原子力発電所対策小委員
会,玄海町町長による玄海
原発の早期運転再開容認
に異論 [佐賀新聞]

・九州電力,玄海原発に非常
用発電機増設を発表 [佐賀

新聞]

・財団法人交流協会にて,
台湾で集められた東日本
大震災への義援金の贈呈
式 [A]

・東大名誉教授,皇太子夫妻
に進講 [皇室; 51]

・各都道府県警によるデマ
削除要請, 4月21日までに
41件。うち13件が削除 [A]

・東京都とJA全農など,新宿駅西口広場で東日本大震災の被
災地や関東地方の野菜や米を売る「応援キャンペーン」を
開催。4月27日にも正午から午後4時まで同じ場所で開催
予定 [A]

・埼玉県の上田知事,首相官邸や東電などを訪問。一定の節
電をした世帯に商品券を贈呈する「節電ポイント制度」や
「緊急節電協力警報」の導入など,独自に立案した節電対策
を提言 [S]

・埼玉県秩父市宮側町の秩父地域地場産業振興センターの
物産館,東日本大震災の被災地の物産を販売する「がんば
ろう日本!東北応援フェア」を開催 [A]

・茨城県や関係機関が連携し,被災した県内の中小企業を対
象に資金繰り支援や保証制度の相談に応じる「支援施策説
明会と個別面談会」を開始 [I]

・茨城県市議会議長会と県町村議会議長会,国交省や東電本
社を訪問。財政援助や損失補償をはじめ自治体への復興支
援を強く要求 [I]

・茨城県の鰐川浄水場の復旧にともない,神栖市内の一部地
域で実施してきた計画断水を解除 [I]

・茨城県鉾田市,産農産物の被害試算額を公表。被害額は10
億5千万円近くに。出荷停止と風評被害による農産物被害
に関する試算は県内初 [I]

・茨城県鉾田市,農協系統の緊急融資を受けられない農業者
を対象に,政府系金融機関などからの緊急融資について金
利0・25%を助成すると発表 [I]

・茨城県鉾田市の鬼沢保平市長,市内のJA組合長らと記者会
見。「これまでの検査結果とあわせ,鉾田の農産物は全て安
全」と宣言 [I]

・茨城県古河市, 同市シルバー人材センターと共同で, 駅周
辺で撤去した放置自転車を被災地へ送る活動を開始。第1
弾として70台を宮城県塩釜市へ [I]

・気象庁,茨城県鉾田市当間と常陸太田市金井町に設置して
いる震度計の活用を停止すると発表。周辺と比べ過大に観
測されているため [I]

・JAグループ群馬, 福島第1原発事故の影響で出荷停止と
なったり風評被害を受けた農作物の損害賠償を東京電力に
請求するために協議会を設立 [J]

・文科省,福島第1原発半径20キロ圏内の大
気中の放射線量の調査結果を発表。「ま
だら汚染」の実態が判明 [A]

・菅首相,原発周辺20キロ圏内について住
民の立ち入りを禁じる「警戒区域」に設
定するよう指示。関係9市町村は4月22日
午前零時から実施 [FP]

‐警戒区域となる原発周辺20キロ圏内の人
口は, 2010年国勢調査時点で26534世帯,
計78257人 [FP]

・南相馬市の国道など,福島第1原発から20
キロの境界では, 警戒区域に設定される
前に自宅に車で向かう住民が相次ぐ [FP]

・福島県教育委員会と文科省, 放射線量が
暫定基準値を上回ったことで屋外活動を
制限している13校・園の保護者らを対象
に,説明会をスタートした [FP]

・政府, 相馬市と新地町の原乳の出荷制限
を解除 [FP]

・桑折町の応急仮設住宅72戸が完成し, 県
内トップを切って被災者が入居 [FP]

・飯舘村の幼稚園児と小・中学生467人,川
俣町の川俣中などに通学を開始 [FP]

・福島県高野連(岩渕賢美会長), 郡山市で
開かれた理事会で, 今夏の全国高校野球
選手権福島大会を7月13日～27日の日程
で開催する方針を決定 [A]

・宮城県,震災で被害を受けた
公共土木施設について, 5年
間で復旧させる工程表を発
表 [A]

・仙台市議会が臨時会を開
催。奥山市長が東日本大震
災の復旧復興費219億8500
万円を増額する2011年度一
般会計補正予算など12議案
を提出 [W:河北新報]

・仙台市の奥山市長,市議会臨
時会にて, 震災廃棄物約103
万トンの処理費が,現時点の
見込み額で約1000億円に上
ることを表明 [W:河北新報]

・気仙沼市,高台への集団移転
を希望している市唐桑町の
舞根第二行政区について,移
転の実現に向けて国の支援
策を活用することを発表 [W:

河北新報]

・気仙沼市にて,被災企業に国
や県,金融機関の支援策を説
明する「被災者支援施策説
明ワンストップ相談会」が
開催 [W:河北新報]

・東松島市のJR仙石線野蒜駅
で,日米合同のがれき撤去が
始まる [W:河北新報]

・南三陸町の被災者の集団2次
避難第2陣の移動, 開始。計
471人が大崎・栗原・登米3市
と加美町,県外の上山市等に
移動。同町の集団2次避難で
県外移動は初 [W:河北新報]

・岩手・宮城両県で,公立学校
の多くが再開 [A]

・JRバス東北, JR石巻代替バス
(女川-涌谷)の運行を開始 [W:

国交省]

・宮城・秋田・山形・新潟4県
の中小の廃棄物処理業者ら
が連携し,東日本大震災で発
生したがれきの処理を自治
体から引き受ける有限責任
事業組合(LLP)を設立 [W: 河

北新報]

・岩手県,被災者向け仮設住宅
にお年寄りサポートの機能
を持たせた集会所を建設す
る方針を決定。運営はNPO
法人に委託 [A]

・岩手・宮城両県で,公立学校
の多くが再開 [A]

・JR東北線,一ノ関―仙台,利
府―岩切(宮城)間の運転を
再開し,東日本大震災以降で
初めて全線開通 [W:岩手日報]

・アメリカ:タイム誌の「世界
で最も影響力ある100人」に,
南相馬市の桜井勝延市長,南
三陸町の菅野武医師 [A]

・アメリカ:インターナショ
ナルヘラルド・トリビュー
ン紙, 「放射能の日本」と
題した風刺画を掲載。在ニ
ューヨーク日本総領事館が
ニューヨーク・タイムズ社
に抗議 [A]

・中国:在中国日本国大使館と
日本貿易振興機構(JETRO),
北京で東日本大地震の影響
に関する説明会を開催 [RJ]

・中国:「3・11大地震」発生
後,在日中国人は余震と原発
事故等を心配して次々と帰
国。被災地以外の東京都や
神奈川県などの多くの地域
の中国人も暫くの間帰国す
る事を選択。帰国者は少な
くとも一万人になる推測さ
れる。中国人を雇用してい
る一部のレストランでは臨
時休業や営業時間の短縮が
みられ,商店の売上額が一気
に減少 [RJ]

・OECD(経済協力開発機構),
「対日経済審査報告書」を
公表。GDPの実質成長率の
予測を1.7から0.8へ引き下
げ [A]

Thu.
21

Apr.

4月
21日
(木)

Disaster, Infrastructure and Society : Learning from the 2011 Earthquake in Japan No.1 2011

217 (205)



全般 国/政治経済 原発/東電 自衛隊 米軍/米国 基礎的インフラ 生活/生産の基盤 学界/専門家組織

Thu.
21

Apr.

4月
21日
(木)

17:00海自:横須賀警備隊が宮城県石巻市中央市営
駐車場にて被災者180名に入浴・シャワー支援を
実施 [SDF]

17:43空自:航空救難団(松島)UH-60Jが捜索救助活
動を開始(18時37分松島着陸) [SDF]

・日本総研創発戦略センター,リポー
ト「次世代のエネルギー政策(1)
2011年の夏を乗り越えるための施
策と次世代への足がかり」を発表 [W:

日本総研]
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Thu.
21

Apr.

4月
21日
(木)
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全般 国/政治経済 原発/東電 自衛隊 米軍/米国 基礎的インフラ 生活/生産の基盤 学界/専門家組織

Fri.
22

Apr.

4月
22日
(金)

・衆院本会議,東日本大震災
の復旧・復興に向けた決
意を示す決議を採択 [A]

・菅内閣, 2011年度第一次
補正予算案を閣議決定。4
兆153億円を計上 [A]

・菅政権,被災者用仮設住宅
建設用地として自治体が
私有地を借りた場合,国が
借地料を負担することを
決定 [A]

・菅首相,復興実施本部の立
ち上げを表明。野党側の
参加を呼びかけ [A]

・東内閣府副大臣(防災担
当), 液状化の被災地を視
察するため千葉県庁を訪
問 [A]

・片山総務相,被災自治体の
統一地方選延期について,
さらに延長する考えを表
明 [A]

・経団連,震災復興基本法の
早期制定を求める意見書
をとりまとめ [A]

・天皇・皇后,津波被害を受
けた茨城県北茨城市大津
漁港を訪問 [A]

・天皇・皇后,北茨城市民体
育館避難の被災者お見舞
い [皇室; 51]

00:00 福島第1原発の半径20キロ圏
内が, 災害対策基本法に基づく
「警戒区域」に。住民も含め原則
立ち入り禁止 [A]

09:44 菅首相, 飯舘村など「計画的
避難区域」と「緊急時避難準備区
域」を新たに設定。また原発周辺
半径20キロ圏などで稲の作付け
を控えるよう要請 [NK]

10:00東電の清水社長, 原発事故発
生以来初めて福島県庁で佐藤知
事と面会。「心からおわび申し上
げます」と繰り返し, 「住民が一
日も早く安心して暮らせるよう
事故収束に向けて確実に取り組
む」と謝罪 [A]

・東電,福島第1原発4号機の使用済
み核燃料プールの温度を測定。
水温は91度と高止まり,水位も低
いまま [メルトダウン]

・海江田経産相, 東電と原子力安
全・保安院が今後共同で記者会見
を開くことを表明 [A]

・枝野官房長官, 福島第1原発から
半径20キロ圏外の避難計画を発
表 [A]

・原子力損害賠償紛争審査会が2
回目の会合。出荷停止措置をう
けた農家や原発30キロ圏内で創
業していた漁業者,その外側で漁
を自粛している漁業者の被害を
賠償対象と認定する方針を固め
る [メルトダウン]

00:40海自:第21航空群ヘリが地震被害偵察飛行を
実施 [SDF]

04:30陸自:第13旅団が新地町役場にて給食支援活
動を開始 [SDF]

06:00陸自:第14旅団が女川総合運動公園にて給食
支援活動及び人員輸送支援活動を開始。追分温
泉にて人員輸送活動を開始 [SDF]

06:35空自:松島基地が沐浴支援を開始 [SDF]

06:58空自:松島基地が給水支援を開始 [SDF]

07:00陸自:第14旅団が女川総合運動公園及び雄勝
地区にて衛生救護支援活動を開始 [SDF]

07:10空自:松島基地が捜索救助を開始 [SDF]

07:10 空自:松島基地が物流管理支援活動を開
始 [SDF]

07:30空自:松島基地が流出物回収活動を開始 [SDF]

07:30陸自:第13旅団が21世紀の森にて給食支援活
動を開始 [SDF]

07:30陸自:第14旅団が石巻総合運動公園にて救援
物資管理等を開始 [SDF]

07:34空自:航空救難団(新潟)U-125Aが捜索救助活
動を開始(10時02分松島着陸) [SDF]

07:57空自:航空救難団(松島)UH-60Jが捜索救助活
動を開始(09時55分松島着陸) [SDF]

08:00 原子力:陸自第12旅団各部隊等が福島第1原
発30km圏内で捜索を開始 [SDF]

08:00陸自:第14旅団が女川総合運動公園にて入浴
支援・簡易洗濯所支援活動を開始 [SDF]

08:14 空自:北空派遣隊(山田)が物資輸送を開
始 [SDF]

08:15 空自:北空派遣隊(山田)が捜索救助を開
始 [SDF]

08:19 空自:北空派遣隊(山田)が救護活動を開
始 [SDF]

08:23空自:北空派遣隊(山田)が炊出しを開始 [SDF]

08:25 海自:第2航空群固定翼機が被災地周辺での
捜索救難飛行を実施 [SDF]

08:26原子力:陸自第12旅団が福島第1原発30km圏
内の南相馬市にて在宅診療を開始 [SDF]

08:37海自:「くにさき」が気仙沼大島の被災者に
救援物資を輸送 [SDF]

08:45原子力:陸自第12旅団が福島第1原発30km圏
内の高野病院にて給水支援を開始 [SDF]

08:57空自:松島基地が民生支援活動を開始 [SDF]

10:48空自:松島基地が入浴支援活動を開始 [SDF]

11:06陸自:第10師団が山下小学校及び中央公民館
へ用品12箱の物資輸送を実施 [SDF]

11:23空自:松島基地が炊出しを開始 [SDF]

12:39海自:「ひうち」が気仙沼～大島間で救援物
資を輸送 [SDF]

13:00陸自:第10師団が山下小学校にて入浴支援活
動を開始 [SDF]

14:10 空自:北空派遣隊(山田)が燃料輸送を開
始 [SDF]

14:56海自:「くにさき」が大島・気仙沼地区の被
災者105名に入浴・シャワー支援, 健康相談支援
を実施 [SDF]

17:15海自:横須賀警備隊が宮城県石巻市中央市営
駐車場にて被災者151名に入浴・シャワー支援を
実施 [SDF]

18:30海自:「ゆら」が函館から大湊へ陸自トラッ
ク2台, 灯油ドラム缶91本, エンジンオイルドラ
ム缶5本を輸送 [SDF]

20:35海自:「ひうち」が気仙沼朝日地区の被災者
7名に入浴支援を実施 [SDF]

09:00時点 NTT東日本が福島・宮城・岩
手・青森・山形・秋田・茨城・栃木・群
馬・千葉・埼玉・神奈川・新潟・東京・
長野・山梨の各都県で設置した特設公
衆電話は計1,979台 [W: NTT東日本]

09:00時点 NTT東日本が青森・岩手・宮
城・秋田・山形・福島・茨城・栃木・
群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・新
潟・山梨・長野の各都県で設置したイ
ンターネット接続コーナーは計265 [W:

NTT東日本]

・JR東日本, 4月29日から東北新幹線を
全線(東京-新青森間)で運転再開すると
発表 [FP]

・警察庁,制限外積載許可事務の取扱い
について通達。制限外積載許可につい
て柔軟に対応する [W:内閣府]

・トヨタ自動車の豊田章男社長,国内外
の生産正常化に向けた見通しを発表。
「11～12月には全ライン, 全モデルで
正常化できる」 [A]

・三井住友銀行, 東電管内の有人店舗
のATMについて,原則として平日営業
時間を午前9時から午後6時に短め, 無
人店舗は休止にするなどの措置を開
始 [A]

・みずほ銀行,震災直後のシステム障害
の責任をとり,西堀利頭取が6月にも辞
任する方針 [A]

・厚労省, 被災地における訪問看護ス
テーションの人員基準の緩和に関する
特例省令を制定。人員基準を満たさな
い訪問看護事業所について, 市町村が
特別居宅介護サービス費を支給するこ
とが可能に(期間限定) [W:内閣府]

・厚労省,理容師及び美容師による避難
所又は仮設住宅における訪問理容・訪
問美容について通知。被災した理容
師・美容師が仮設住宅・避難所を訪問
して理容・美容を行うことを容認 [W:

内閣府]

・農水省,農業者戸別所得補償制度の申
請期限の延長について通知 [W:内閣府]

・福島地裁,郡山支部で42日ぶりに裁判
員裁判の判決 [A]

・土木学会,東日本大震災特別委員会
復興施工技術特定テーマ委員会第1
回報告会を開催。報告内容をホーム
ページに掲載 [W:土木学会]

・日本建築学会, 東北支部より福島
地方初動調査の依頼をうけ, 調査方
針を企画し関係者に要請 [建築雑誌;

No.1622]

・日本都市計画学会,防災・復興問題
研究特別委員会の詳細(組織・委員
会委員構成ほか)を理事会で承認 [W:

日本都市計画学会]

・日本造園学会,復興支援緊急調査の
一環として, 福島チーム(東北支部
(日大ほか)を中心としたチーム)が
宮城県山元町, 福島県須賀川市・南
相馬市を調査。4月22日, 24日, 5月8
日に実施 [W:日本造園学会]

・日本不動産鑑定協会, 会員に向け
「証券化対象不動産の継続評価にお
ける東日本大震災の影響に関する評
価上の取扱いについて」を発出 [W:

日本不動産鑑定協会]

・日本機械学会, 理事会を開催し, 東
日本大震災調査・提言分科会の設置,
長期的観点からの提言作成のための
委員会設置等を承認 [W:日本機械学会]

・日本弁護士連合会の宇都宮健児会
長, 学校利用についての文部科学省
の放射能基準について, より低い基
準値の設定を求める声明を発表 [A]

・日本弁護士連合会,「東日本大震災
後の日本の温暖化対策に関する会長
声明」を発表。大震災を理由に京都
議定書の適用除外を求めることのな
いよう求める [W:日本弁護士連合会]

・日本弁護士連合会,「原子力損害賠
償紛争審査会の構成と議事運営の
改善について(要望)」を文科相に提
出 [W:日本弁護士連合会]

・日本弁護士連合会,被災者の生活の
再建, 自立復興を促す「二重ローン
問題などの不合理な債務からの解放
についての提言」を取りまとめ, 金
融庁・中小企業庁に提出 [W:日本弁護

士連合会]

・日本社会福祉士会,文科省初等中等
教育局局長に「東日本大震災の被災
した児童・生徒に係るスクールソー
シャルワーカーの派遣について(ご
協力の申し入れ)」を申し入れ [W:日

本社会福祉士会]

・日本技術士会原子力・放射線部会,
「福島第一原発事故対応への協力ア
ンケート」を発信。25名の部会員が
協力可能 [W:日本技術士会]

・被災者健康支援連絡協議会が設立。
医療界の主要団体が被災地に長期的
に医師を派遣していくシステムとし
て立ち上げ [A]
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市民社会 原発事故の影響 文化/風俗/メディア 東京圏/計画停電 福島県 宮城県 岩手県 海外動向

・NPO・シチズンシップ教育
企画,大阪市北区で「被災
地に行く前に活動体験者
の声を聴く会」を開催 [A]

・東北広域震災NGOセン
ター,気仙沼市で「キャッ
シュ・フォー・ワーク」プ
ロジェクトを開始 [W: IVY]

・札幌弁護士会の市川守弘
弁護士ら,「脱原発の国民
投票をめざす請願運動」
を開始 [A]

・国 際 環 境NGOのFoE-
Japan, 「年20ミリシーベ
ルト基準」に関する緊急
署名を開始 [W: FoEJapan]

・文科省,屋外活動の制限さ
れている福島県内の13の
小・中学校等について,福
島市内の3中学校と1幼稚
園で基準を下回ったと発
表。規制解除の最終的な
判断は学校設置者 [メルト

ダウン]

・文科省・経産省・原子力
安全委員会,放射能汚染の
モニタリングを連携して
強化していくと発表 [A]

・中小企業庁, 全国約2万
2000社の大手企業に対し,
適切な取引を要請する要
請文を送付する方針を決
定。福島第1原発付近の中
小企業の風評被害をうけ
て [A]

・中小企業庁,福島第1原発
事故で警戒区域に含まれ
た事業者に対し,無利子・
無担保で最大20年間融資
をする特別支援制度をつ
くることを発表 [A]

・日本弁護士連合会の宇都
宮健児会長,学校利用につ
いての文部科学省の放射
能基準について,より低い
基準値の設定を求める声
明を発表 [A]

・産業技術総合研究所によ
ると, 福島第1原発事故で
放出した放射性物質の地
下水への影響は,地表近く
は土壌改良が必要だが,地
下約5mと限定的 [メルトダ

ウン]

・篠原農水副大臣,ウクライ
ナ・チェルノブイリを訪
問。NPO法人「チェルノ
ブイリ支援・中部」と地元
大学の提携による菜の花
による土壌再生の取り組
みを視察 [A]

・鹿児島県の伊藤祐一郎知
事,川内原発1・2号機の定
期検査後の運転再開につ
いて「地元合意ないと困
難」と記者会見で表明 [西

日本新聞]

・大分県漁協,大分県広瀬知
事に原発の安全基準と防
災対策の見直しを国・電
力会社に求めること,原発
事故対応を県防災計画に
盛り込むことを要請 [A]

・関西電力,美浜原子力発電
所の敷地内での置き換え
に向けたスケジュールを
一時凍結する方針を固め
る [A]

・時代劇映画「のぼうの城」
が公開延期。配給会社が
発表。水攻め場面が津波
を連想させるとして時節
柄, 適切ではないとの判
断 [NS]

・Funky monkey babys, 7月
30日に予定していた東京
ドーム公演の中止を発
表 [NS]

・韓国の人気男性グループ
「超新星」, 大船渡地区公
民館(岩手県大船渡市)で
韓国料理のプルコギをふ
るまう [A]

・プロレスのゼロワン,被災
地の宮城県亘理町でチャ
リティーイベント「元気プ
ロレス」を無料で開催する
と記者会見で発表。震災
後初めてのプロレス [NS]

・ロックバンドTUBE,復興
応援ソングの制作・配信,
ネット動画での特番生放
送を発表 [NS]

・三井住友銀行,東電管内の有人店舗のATMについて,原則
として平日営業時間を午前9時から午後6時に短め,無人店
舗は休止にするなどの措置を開始 [A]

・埼玉県行田市の忍城を舞台にした映画「のぼうの城」,公
開を今年9月から1年ほど延期。「水攻め」シーンがあり,被
災者の心情に配慮 [A]

・埼玉県富士見市,宮城県で被災家屋の清掃や土砂のかきだ
しをする「災害ボランティアバスパック」への参加者を募
集を開始 [A]

・東祥三内閣府副大臣,東日本大震災の液状化被害の実態を
把握するため,千葉県千葉市美浜区・習志野市・浦安市を
視察 [CN]

・ホテルポートプラザちば(千葉市中央区), 4月22日～6月30
日にかけて,宴会のブッフェなどで県産食材の料理を提供
する「千葉の農水産物応援プラン」を展開。1人5500円で,
うち300円を義援金として寄付の予定 [CN]

・茨城県ひたちなか市の沖合で4月12日発見された遺体, 福
島県南相馬市鹿島区南右田の63歳女性と判明 [I]

・茨城県北茨城市,被災者を対象とする被災者雇用支援の募
集を締めきり。応募者55人全員を復興事業推進員として雇
用する方針 [I]

・天皇・皇后, 約200人の市民が待つなか茨城県北茨城市役
所に到着 [I]

・群馬県, 福島第1原発事故による放射能汚染への風評被害
が工業製品に拡大していることをうけ,工業製品に含まれ
る放射線量の測定試験を開始 [J]

・福島第1原発から半径20キロ圏内の警戒
区域内で, 安全確保を理由に, 4月22日か
ら一帯への立ち入りが禁止に [FP]

・原子力災害現地対策本部, 「国との調整
で行き違いがあった」として, 警戒区域
である楢葉町の区域を一部変更 [FP]

・政府,福島第1原発から半径20キロの警戒
区域の外側で, 放射性物質の累積量が多
い地域を「計画的避難区域」に指定。対
象は5市町村の約10500人 [FP]

・計画的避難地域に指定された飯舘村には,
人口約6000人のうち約5000人が残る [FP]

・現地政府対策本部が置かれることとなっ
た飯舘村と川俣町に, 総務省や農林水産
省などの職員8人が着任 [FP]

・国が出したコメの作付け制限の対象, 県
内では飯舘・浪江・葛尾・双葉・大熊・富
岡・楢葉・広野・川内の9町村全域と,田
村・南相馬・川俣の3市町の一部 [FP]

・福島県, 震災被災者らへの義援金の一
次配分対象に計画的避難区域の3町村(約
2320世帯)を加えることを決定。一次配
分は世帯あたり5万円 [FP]

・震災や原発事故をうけ福島県内から県外
に転入学した小・中・高校と特別支援学
校の児童・生徒が8109人に上ることが判
明。文科省の調査による [FP]

・文科省, 屋外活動の制限されている福島
県内の13の小・中学校等について, 福島
市内の3中学校と1幼稚園で基準を下回っ
たと発表。規制解除の最終的な判断は学
校設置者 [メルトダウン]

・東電の清水社長, 原発事故発生以来初め
て福島県庁で佐藤知事と面会。「心から
おわび申し上げます」と繰り返し,「住民
が一日も早く安心して暮らせるよう事故
収束に向けて確実に取り組む」と謝罪 [A]

・福島地裁, 郡山支部で42日ぶりに裁判員
裁判の判決 [A]

・冬季閉鎖中の蔵王エコーラ
イン,東日本大震災で道路わ
きの擁壁が崩壊したため4月
22日予定の開通を延期 [K]

・岩手県, 被災後に300弱の県
事業を「仕分け」し, 110億
円の復興費用を捻出する見
込みであることが判明 [A]

・岩手県,被災後に自分で契約
し賃貸住宅に入居する被災
者について, 2年間住宅を借
り上げ家賃無料で提供する
方針を決めたとの報道 [W:岩

手日報]

・東京商工リサーチ盛岡支店,
東日本大震災を受けて行っ
た宮古市や陸前高田市など
沿岸8市町村の企業実態調査
で, 主要2769社のうち1857
社(67・06%)が全壊や半壊な
どの被害を受けていたこと
を明らかに [W:岩手日報]

・岩手銀行,震災の影響で2011
年3月期の連結業績予想を下
方修正 [A]

・ローソン,陸前高田市の高台
で仮店舗を開く [A]

・ガソリンスタンド15カ所全
てが被災した陸前高田市,エ
クソンモービル・ジャパン
グループ(東京)や国の支援
を得て,同市米崎町に仮設給
油所「がんばろう陸前高田
給油所」を開設 [W:岩手日報]

・岩手県交通, JR大船渡線代替
バス(盛岡-一ノ関)の運行を
開始 [W:国交省]

・岩手県沿岸部で, 4月22日午
前9時50分ごろ, NTT回線に
よる市外通話ができなくな
っていたが, NTT東日本岩手
支店によると同日17時半過
ぎに全面復旧 [W:岩手日報]

・韓国の人気男性グループ「超
新星」,大船渡地区公民館(岩
手県大船渡市)で韓国料理の
プルコギをふるまう [A]

・ロシア:チェルノブイリ事
故の経験を全世界で活用す
るべきとの声明を下院が採
択 [A]

Fri.
22

Apr.

4月
22日
(金)
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Fri.
22

Apr.

4月
22日
(金)

・日本薬剤師会の児玉会長, 民主党・
被災者健康対策チームの会合に出
席 [W:日本薬剤師会]

・科学技術振興機構,地震により中断
を余儀なくされた研究を対象に「研
究シーズ探究プログラム」を募集開
始 [W:科学技術振興機構]

・野村総合研究所, 「第9回提言 震災
による雇用への影響と今後の雇用確
保・創出の考え方(2)」を発表 [W:野

村総合研究所]
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22

Apr.
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22日
(金)
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Sat.
23

Apr.

4月
23日
(土)

00:25 福島県沖を震源とす
る地震,同県広野町で震度
5弱 [A]

・野田財務相,福島市で佐藤
知事と会談。仮設住宅の
建設用地やがれきの置き
場として国有地225箇所
を提供する考えを提示 [A]

・鹿野農水相,水田が液状化
した新利根川沿岸地区(茨
城県稲敷市)を視察 [A]

・大畠国交相, 東日本大震
災で液状化現象の被害に
遭った千葉県香取市を視
察 [A]

・大畠国交相,震災で不通と
なった茨城県ひたちなか
市の第3セクター鉄道「ひ
たちなか海浜鉄道湊線」
を視察 [A]

・東日本大震災復興構想会
議,第2回会合 [W:内閣官房]

・東電,福島第1原発4号機の使用済
み核燃料プールに4月22・23日で
計約280トンを注水し, 燃料棒の
上部から4m弱まで水位が上昇し
たと発表 [メルトダウン]

・原子力安全・保安院, 4月20日13
時半頃に福島第1原発3号機建屋
付近で毎時900ミリシーベルトの
放射線量を出す縦横30センチ高
さ5センチのがれきが見つかって
いたと発表 [メルトダウン]

00:51 空自:百里救難隊(百里)UH-60J×1機が地震
被害を偵察するため離陸(00時56分天候不良のた
め帰投) [SDF]

00:54 陸自:東北方面航空隊(霞目)UH-1(映像電送
機)×1機が地震被害情報の偵察のため離陸(00時
59分天候不良のため帰投) [SDF]

04:06 海自:第4航空群固定翼機が被災地周辺での
地震被害状況偵察飛行を実施 [SDF]

07:30 原子力:陸自第12旅団各部隊等が福島第1原
発30km圏内で捜索を開始 [SDF]

07:50陸自:第12施設群が気仙沼市にて捜索・瓦礫
除去等の作業を開始 [SDF]

08:00陸自:第13施設隊が気仙沼市,南三陸町,東松
島市及び七ヶ浜町にて捜索活動・瓦礫除去等の
作業を開始 [SDF]

14:12海自:「ひうち」が大島浦の浜地区の被災民
への物資輸送を実施 [SDF]

14:56海自:「くにさき」が桂島,野々島地区の被災
者に入浴支援, 健康相談を実施。また, 救援物資
を提供 [SDF]

16:23 海自:第2航空群固定翼機が被災地周辺での
地震被害状況偵察飛行を実施 [SDF]

17:15 海自:横須賀警備隊が宮城県石巻市中央市
営駐車場にて被災者に入浴・シャワー支援を実
施 [SDF]

・北沢防衛相が米軍横田基地を訪問。米海兵隊
CBIRFと自衛隊の合同訓練を視察 [A]

05:59 JR仙山線が全線で運行再開 [震災と

鉄道全記録]

07:12東北新幹線,盛岡-一ノ関間が運転
再開。4月7日深夜の余震を受けての復
旧作業で運休していた [震災と鉄道全記録]

11:43 特急「踊り子」が運転再開, 一番
列車が伊豆下田駅に到着。震災以降運
休していた [震災と鉄道全記録]

・日本建築学会,緊急報告会を大阪で
開催。また, 3月30日制定の「地震災
害調査ガイドライン」を改訂し会員
に通知 [建築雑誌; No.1622]

・都市計画コンサルタント協会,被災
地域の現地調査を実施。4月23日～
25日にかけて。4名参加 [W: 都市計画

コンサルタント協会]

・東日本大震災復興構想会議, 第2回
会合 [W:内閣官房]

・考古学研究会緊急フォーラムが岡
山大学で開催。震災による遺跡や文
化財の被災状況を報告 [A]
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・横須賀市の県立保健福祉
大学で,被災地で支援活動
を実施したボランティア
らによる緊急報告会が開
催。支援継続の重要性を
訴える [KS]

・日本国際ボランティアセ
ンター, 福島県の農家を
応援して花見まつりを開
催 [W: JVC]

・特定非営利活動法人ラオ
スのこども, 「サバイデ
ィー・ピーマイ」で,被災
した子どもに届けるため
の絵本を集める [W: JANIC]

・震災ボランティア連絡室
の辻元清美首相補佐官,三
陸沿岸の被災地を訪問 [A]

・文科省,福島県浪江町赤宇
木手七郎における3月23
日～4月22日までの累積
放射線量を20.27ミリシー
ベルト/年と発表 [メルトダ

ウン]

・築地市場の青果仲卸業者,
野菜の輸出時に産地の県
名を間違って記載。シン
ガポールで基準値以上の
放射性ヨウ素が検出され,
同国は同県の野菜類を輸
入停止に [A]

・電気事業連合会,福島第1
原発に伴う損害賠償につ
いて協議 [A]

・プロ野球巨人が本拠地東
京ドームでの開幕戦を前
に練習開始。節電対策で,
通常開催時の50～75%の
明るさでキャッチボール
やノック,フリー打撃 [A]

・等々力陸上競技場(神奈川
県川崎市)で, Jリーグのベ
ガルタ仙台と川崎フロン
ターレの試合がキックオ
フ。震災で中断したJリー
グはこの日,再開 [A]

・青森県弘前市の弘前公園
で弘前さくらまつりが開
幕 [A]

・青森県とJR6社が協力す
る大型観光企画が開始 [A]

・ディズニーの人気キャラ
クター,宮城県内の避難所
を慰問 [NS]

・東京ディズニーランド,休
止していた夜間営業を再
開 [A]

・人気漫画家12人,福島で応
援サイン会 [A]

・表 参 道 の フ ァ ッ シ
ョ ン ビ ルGYREで 震 災
復 興 支 援 の チ ャ リ テ
ィ ー セ ー ル FASHION
GIRLS FOR JAPANが開
催。主催は震災情報サ
イ ト の 運 営 団 体SAVE
JAPAN! PROJECT。4月
24日まで [A]

・埼玉合唱団,路上コンサー
トを行いながら募金の訴
え。大宮駅にて [B: 埼玉合

唱団]

・考古学研究会緊急フォー
ラムが岡山大学で開催。
震災による遺跡や文化財
の被災状況を報告 [A]

・中野区の映画館「ポレポ
レ東中野」,核や原発を巡
る映画の特集を開始 [A]

・警視庁,東日本大震災で母
親が被災したと偽り,現金
をだまし取った男を詐欺
の容疑で逮捕 [A]

・朝日新聞社,「ニッポン前
へ委員会」を設立。23日
に初会合 [A]

・福島・茨城・千葉の農家,秋葉原駅前で野菜や果物の直売
会を開催 [A]

・茨城県阪東市産の野菜の即売会が, 光が丘公園(東京都)で
実施 [A]

・サッカーJ1鹿島,試合前に国立競技場近くで「がんばっぺ!
鹿行市場」と銘打ち“朝市”を開催。ホームタウンの農産
物の安全性や魅力をPR [I]

・横須賀市の県立保健福祉大学で,被災地で支援活動を実施
したボランティアらによる緊急報告会が開催。支援継続の
重要性を訴える [KS]

・「東日本大震災報道写真展」,横浜市中区の日本新聞博物館
で開催。東北と東京の写真記者協会と同館の主催 [KS]

・埼玉合唱団,路上コンサートを行いながら募金の訴え。大
宮駅にて [B:埼玉合唱団]

・東京ディズニーランド,休止していた夜間営業を再開 [A]

・植草学園大付属高(千葉市中央区)の生徒たち, 東日本大震
災で被災した子どもたちを励まそうと弁天小学校体育館で
出張演奏会を開催 [A]

・大畠国交相,東日本大震災で被災した茨城港常陸那珂港区
や鹿島港など県内7カ所と千葉県香取市を視察 [I]

・茨城県のひたちなか商工会議所, 4月23日までに10%のプ
レミアム付き商品券の発行を決定。県内各地でプレミアム
付き商品券発行による復興支援の動き [I]

・東日本大震災の影響で中断していたJリーグ,再開 [I]

・サッカーJ2水戸,ケーズデンキスタジアム水戸で農産物直
売会「がんばれ茨城!風評被害に負けるなキャンペーン」を
開催 [I]

・群馬県片品村に避難している福島県南相馬市の住民と片品
村民を対象にした日帰りバスツアーに,約340人が参加 [J]

・群馬県桐生市に避難している人の生活支援を行っている
被災避難者サポートセンター,同市東のノコギリ屋根工場
跡で支援物資の提供を開始 [J]

・陸上自衛隊, 4月23日までに,南相馬市で
行方不明者の捜索を開始 [FP]

・福島県警, 4月23日以降,福島第1原発のあ
る大熊町で近く初めての捜索に入る [FP]

・福島県の農業施設, 農地1080カ所, 水路
708カ所, ため池694カ所などで被害。調
査中のため被害規模はさらに積み上がる
見通し [FP]

・政府, 福島県8市町村36カ所(62000平方
メートル)の国有地を仮設住宅建設候補
地として準備。県は仮設住宅14000戸の
9割の土地を確保 [FP]

・野田財務相, 福島市で佐藤知事と会談。
仮設住宅の建設用地やがれきの置き場と
して国有地225箇所を提供する考えを提
示 [A]

・計画的避難区域に指定された飯舘村で
は, 4月23日に始まった被災証明書の交付
に住民が殺到 [FP]

・福島県,福島第1原発事故の影響への不安
に対応するため, 子どもの長期的な健康
調査や住民の定期的な健康診断などを実
施する方向で検討を開始 [FP]

・福島県,旅館やホテルに2次避難した住民
の健康管理を充実させるため, 2次避難先
への保健師派遣を進める。6月中にも県
内の全避難先の実態を把握 [FP]

‐被災した中小企業の復旧支援のため福島
県が行っている空き工場の仲介業務で,
これまでに94件の物件を確保 [FP]

‐震災による津波や福島第1原発事故で避
難を余儀なくされた浜通りの企業, 福島
市など「新天地」で事業を再開させる動
き [FP]

・人気漫画家12人,福島で応援サイン会 [A]

・群馬県片品村に避難している福島県南相
馬市の住民と片品村民を対象にした日帰
りバスツアーに,約340人が参加 [J]

・村井県知事, 復興構想会議
で「交通インフラに堤防機
能を」を提案。沿岸部の道
路や鉄道を復旧させる際,盛
り土構造にして防波堤機能
を併設させる案 [震災と鉄道全

記録]

・仙台弁護士会と宮城県内の
司法書士会や建築士会など
で組織する県災害復興支援
士業連絡会,仙台市内に開設
された避難所23カ所で出張
無料法律相談を開催。24日
まで [W:河北新報]

・震災ボランティア連絡室の
辻元清美首相補佐官,三陸沿
岸の被災地を訪問 [A]

・ミッキーマウス,宮城県岩沼
市の被災地を訪問 [A]

・岩手県,東日本大震災による
甚大な被害を受けて, 2016年
開催予定の岩手国体につい
て, 6月末が期限の開催申請
を当面見送る方針を固めた
との報道 [W:岩手日報]

・大槌町では,全国から集まっ
た保険医による全戸訪問が
開始 [A]

・震災ボランティア連絡室の
辻元清美首相補佐官,三陸沿
岸の被災地を訪問 [A]

・JR東日本,東北新幹線の運休
区のうち盛岡―一ノ関間で
運転を再開 [W:岩手日報]

Sat.
23

Apr.

4月
23日
(土)
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Sun.
24

Apr.

4月
24日
(日)

19:09 福島県浜通りを震源
とする地震, M4.4,同県平
田村で震度4, 郡山市・い
わき市などで震度3 [A]

・仙谷官房副長官が被災地
を視察。終了後に復興財
源について「期間限定の
所得増税が望ましい」と
発言 [A]

・日中韓経済貿易相会合で,
海江田経産相は,原発事故
に伴う農産物の輸入規制
の改善を中国・韓国に要
請 [A]

・東日本大震災復興構想会
議検討部会,第2回会合 [W:

内閣官房]

・東電, 福島第1原発1～4号機建屋
周辺の約150地点の放射線量を記
録した汚染度マップを公表 [メルト

ダウン]

04:30 陸自:第13旅団が新地町にて炊事作業を開
始 [SDF]

06:13 陸自:第13旅団が新地町にて物資輸送を開
始 [SDF]

07:00空自:松島基地が捜索救助を開始 [SDF]

07:02 空自:北空派遣隊(山田)が輸送支援を開
始 [SDF]

07:12空自:松島基地が給水支援を開始 [SDF]

07:12 空自:松島基地が物流管理支援, 瓦礫撤去等
を開始 [SDF]

07:18空自:松島基地が医療支援を開始 [SDF]

07:27原子力:CH-47(サーモグラフィ・放射線測定
器搭載)×1機が福島第1原発上空モニタリングを
開始 [SDF]

07:28空自:松島基地が仙石線復旧支援を開始 [SDF]

07:30 陸自:第5旅団が石巻市にて捜索活動を開
始 [SDF]

07:53 空自:北空派遣隊(山田)が捜索救助を開
始 [SDF]

07:58 空自:航空救難団(新潟)U-125AとUH-60Jが
捜索救助活動を開始(12時01分松島着陸) [SDF]

08:06 空自:北空派遣隊(山田)が給食支援を開
始 [SDF]

08:19海自:第21航空群ヘリが被災地周辺での捜索
救難飛行を実施 [SDF]

08:29 原子力:偵察航空隊RF-4×1機が原発の航空
偵察(写真撮影)のため百里を離陸(09時03分百里
着陸) [SDF]

08:33 陸自:第1地対艦ミサイル連隊が石巻市雄勝
町にて捜索活動を開始 [SDF]

08:52 海自:第4航空群固定翼機が被災地周辺での
捜索救難飛行を実施 [SDF]

09:10 原子力:陸自第12旅団各部隊等が福島第1原
発30km圏内で捜索を開始 [SDF]

11:32空自:松島基地が給食支援を開始 [SDF]

11:57海自:第21航空群ヘリが被災地周辺にて捜索
救難飛行を実施 [SDF]

12:20海自:横須賀警備隊が宮城県石巻市中央市営
駐車場にて被災者212名に入浴・シャワー支援を
実施 [SDF]

13:00 空自:航空救難団(新潟)U-125AとUH-60Jが
捜索救助活動を開始(17時01分松島着陸) [SDF]

13:09 空自:第1輸送航空隊C-130が救援物資(食料
品等)を名古屋,福岡から松島へ空輸 [SDF]

13:31 空自:北空派遣隊(山田)が燃料支援を開
始 [SDF]

16:04海自:「くにさき」が桂島,寒風沢島地区の被
災者52名に入浴・シャワー支援を実施 [SDF]

09:00時点 NTT東日本が福島・宮城・岩
手・青森・山形・秋田・茨城・栃木・群
馬・千葉・埼玉・神奈川・新潟・東京・
長野・山梨の各都県で設置した特設公
衆電話は計1,983台 [W: NTT東日本]

09:00時点 NTT東日本が青森・岩手・宮
城・秋田・山形・福島・茨城・栃木・
群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・新
潟・山梨・長野の各都県で設置したイ
ンターネット接続コーナーは計269 [W:

NTT東日本]

・岩手・宮城・福島3県で診療制限して
いる病院が43%にのぼるとの報道。朝
日新聞が15～22日に実施した調査に
よる [A]

・東日本大震災復興構想会議検討部
会,第2回会合 [W:内閣官房]

・日本栄養士会, 災害対策本部会議
を開催。災害等に迅速に対応でき
る体制(D-DAT:Dietetic-Disaster As-
sistance Team(仮称)=災害発生時に
おいて栄養に関する支援活動ができ
る専門的トレーニングを受けた栄養
支援チーム)の構築を検討すること
を決定 [W:日本栄養士会]
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市民社会 原発事故の影響 文化/風俗/メディア 東京圏/計画停電 福島県 宮城県 岩手県 海外動向

・市民フォーラム21・NPO
センター, 東日本大震災
復興NPO支援・全国プロ
ジェクトを設立 [W: 東日本

大震災復興NPO支援・全国プロ

ジェクト]

・自然エネルギーへの移行
を呼びかけるエネルギー
シフトパレードが開催。
FLAT SPACE,アースガー
デン,グリーンピース・ジ
ャパンなどが呼びかけ [W:

エネルギーシフトパレード]

・原発をとめよう!東京ネッ
トワークが「繰り返すな!
原発震災つくろう!脱原発
社会4・24集会&デモ」を
開催 [W:原子力資料情報室]

・愛媛県松山市で反原発を
訴えるデモ。300人が参
加。西条市の会社員がツ
イッターで呼びかけ [A]

・北海道泊村議選,反原発の
伊藤候補が落選 [A]

・新潟県刈羽村議選,反原発
を掲げた初出馬の高桑儀
実氏が当選 [A]

・新潟県柏崎市議選,東電労
組擁立の相沢氏が当選 [A]

・石川県志賀町議選, 原発
運転差し止めの原告団長
の堂下健一氏がトップ当
選 [A]

・福井県敦賀市町選,現職の
河瀬候補(自民)が5選 [A]

・世田谷区長選,脱原発を訴
えた前社民党衆議議員・
保坂氏が初当選 [メルトダ

ウン]

・汚染水の海洋放出をうけ
て東電が継続調査してい
る福島県沖の全8地点で,
国の濃度基準を下回った
ことを確認 [メルトダウン]

・女の子に人気のキャラク
ター,ハロー・キティが宮
城県石巻市の避難所を慰
問 [NS]

・築地市場の波除神社のお
守りが静かな人気。被者
地への贈り物として [NS]

・日本との経済連携協定
(EPA)で来日し今年3月に
看護師国家試験に合格し
たインドネシア人の女性
(32),勤務先の姫路赤十字
病院(兵庫県姫路市)の救
護隊の一員として岩手県
山田町の被災地支援に出
発 [A]

・東京都,被災者を受け入れていた東京武道館と東京ビッグ
サイトの避難所2箇所を閉鎖 [A]

・世田谷区長選。保坂展人氏が初当選 [A]

・「STAND! WITH TOHOKUチャリティーバザー」,横浜市
野毛地区の野毛柳通りで開催。「野毛大道芸」と連動で,野
毛地区街づくり会と実行委員会が主催 [KS]

・茨城県石材業協同組合連合会,震災による墓石や灯籠など
の被害に対し,法外な工事費を請求する悪質な業者の発生
に注意を呼び掛け [I]

・茨城県北地区の6JA,福島第1原発の事故による風評被害の
払拭を目的に,チャリティー農産物即売会をJR水戸駅で開
催 [I]

・日立おさかなセンター(茨城県日立市みなと町),営業再開。
久慈浜沖の新鮮な魚類を求める県内外からの客らでにぎわ
う [I]

・シンガー・ソングライター植村花菜(28),栃木県鹿沼市の
「鹿沼総合体育館を訪問し,ヒット曲「トイレの神様」など
を披露 [A]

・群馬県片品村に避難中の福島県南相馬市の住民81人,健康
面や仕事の再開を理由に,緊急時避難準備区域や原発から
30キロ圏外にある自宅へ帰った [J]

・福島県, 暫定基準値を超える放射性物質
の検出をうけて原木シイタケを露地栽培
している本宮町の農家5戸に対して出荷
自粛を要請 [FP]

・福島県, 福島市の信夫山子供の森公園な
ど5つの公園で暫定基準値の3.8マイクロ
シーベルトを超えたため, 設置自治体に
利用制限などを要請 [FP]

・福島県,福島第1原発20キロ圏内の警戒区
域で瀕死状態となった家畜を所有者の同
意を得た上で殺処分すると発表 [FP]

・福島県の調べで, 震災で離職・休業を余
儀なくされた人が4月24日までの累計で
13807人に上ることが判明。風評被害に
よる事業悪化等から20000人程度まで増
加が予想 [FP]

・民主党東日本大震災復旧・復興検討委員
会復興ビジョンチーム, 福島県を地震被
災地全体の復興計画と別に捉えて対応す
る考えを提示 [FP]

・気仙沼市唐桑町の舞根第二
行政区の住民,国の補助を活
用して地区内の高台への集
団移転を進めるための期成
同盟会を設立 [W:河北新報]

・岩沼市, 仮設住宅への入居
予定者に対する説明会を市
総合福祉センターで開催。
相野釜, 長谷釜, 二野倉の各
地区で被災した約120人が参
加 [W:河北新報]

・「東日本大震災 復興支援 卸
町ふれあい市」,仙台市若林
区の卸商団地にて開催 [W:河

北新報]

・気仙沼のジュニアジャズオー
ケストラ,「スウィング・ド
ルフィンズ」が被災後初のコ
ンサートを避難所で開催 [A]

・岩手県, 東日本大震災で両
親が死亡したり行方不明に
なっている18歳未満の「震
災孤児」の就学支援を目的
に,独自の基金を創設する方
針を決めたとの報道 [W:岩手

日報]

・岩手・宮城・福島3県で,沿岸
部を中心に少なくとも118の
医療施設で壊滅的被害。各
地の医師会への岩手日報社
の取材で判明。全壊は,宮城
で77施設, 福島で25施設, 岩
手で16施設 [W:岩手日報]

Sun.
24

Apr.

4月
24日
(日)
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全般 国/政治経済 原発/東電 自衛隊 米軍/米国 基礎的インフラ 生活/生産の基盤 学界/専門家組織

Mon.
25

Apr.

4月
25日
(月)

18:00頃 茨城県沖を震源と
する地震, M5.0,同県鹿嶋
市・潮来市・鉾田市で震度
4 [A]

・千葉県勝浦市の漁業関係
者,民主党の食の安全・安
心ワーキングチーム座長
の金子衆院議員らに風評
被害の補償を要望 [A]

・丹羽駐中国大使が地元政
府高官と会談。「日本製品
を安心して買ってほしい」
[A]

・秋篠宮夫妻,群馬県東吾妻
町コニファーいわびつや
岩櫃ふれあいの郷を訪問
し被災者をお見舞い。避
難者と地元ボランティア
との活動を視察 [皇室; 51]

17:30頃政府と東電による事故対策
統合本部が初の記者会見。東電,
原子力安全・保安院, 原子力安全
委員会が別々に行ってきた会見
が一本化。首相補佐官と文部科
学省も加えた5者が一堂に [A]

22:00 文科省, 福島第1原発から20
キロ圏内の大気中と土壌の放射
性物質濃度の調査結果を初めて
発表。大気中のヨウ素131は北西
4キロ地点で原発敷地外の濃度基
準の62倍。土壌でも西北西4キロ
の地点でセシウム137がこれまで
の最高値を示した [A]

・東電,福島第1原発1号機の格納容
器内圧力が窒素注入前の水準に
戻ったことを明らかに [メルトダ

ウン]

・東電, 福島第1原発の事故に伴う
賠償金や復旧費用を捻出するた
め,役員報酬と社員の給与の削減
を発表 [A]

・厚労省, 福島第1原発の復旧に携
わる作業員について,労働安全衛
生法に基づき緊急の健康診断を
行うよう東電と各社に指示 [A]

・村井県知事,東北電力女川原発の
再開について,「容認するのは物
理的に不可能」 [A]

06:00 陸自:第14旅団が女川町にて給食支援を開
始 [SDF]

06:14海自:第21航空群ヘリが被災地周辺での捜索
救難飛行を実施 [SDF]

06:25空自:松島基地が沐浴支援を開始 [SDF]

07:00陸自:第12施設群が気仙沼市にて捜索活動を
開始 [SDF]

07:00陸自:第13施設群が気仙沼市,南三陸町,東松
島市,七ヶ浜町にて捜索活動を開始 [SDF]

07:00陸自:第14旅団が女川町にて衛生救護支援を
開始 [SDF]

07:03空自:松島基地が捜索救助を開始 [SDF]

07:03 空自:北空派遣隊(山田)が捜索救助を開
始 [SDF]

07:15海自:第21航空群ヘリが被災地周辺での捜索
救難飛行を実施 [SDF]

07:20空自:松島基地が給水支援を開始 [SDF]

07:21空自:松島基地が物流管理支援を開始 [SDF]

07:30空自:松島基地が仙石線復旧支援を開始 [SDF]

07:39 陸自:第6師団UH-1×1機が石巻港周辺での
捜索活動を開始 [SDF]

07:41 陸自:第6師団OH-6×1機が七ヶ浜から浦戸
四島での捜索活動を開始 [SDF]

07:54 空自:北空派遣隊(山田)が輸送支援を開
始 [SDF]

07:55 空自:航空救難団(新潟)U-125A×1機とUH-
60J×1機が捜索救助活動を開始(11時35分百里着
陸) [SDF]

07:57 空自:航空救難団(千歳)U-125A×1機とUH-
60J×2機が捜索救助活動を開始(12時02分松島着
陸) [SDF]

08:00原子力:陸自第12旅団が福島第1原発30km圏
内の南相馬市にて捜索活動を開始 [SDF]

08:00 原子力:陸自中央即応集団が福島第1原発
30km圏内の広野町にて捜索活動を開始 [SDF]

08:00 陸自:第13旅団が女川町にて捜索活動を開
始 [SDF]

08:04 空自:航空救難団(秋田)UH-60J×1機が捜索
救助活動を開始(11時48分松島着陸) [SDF]

08:06 空自:航空救難団(新潟)UH-60J×1機が捜索
救助活動を開始(11時46分松島着陸) [SDF]

08:20 空自:北空派遣隊(山田)が給食支援を開
始 [SDF]

08:25 海自:第2航空群固定翼機が被災地周辺での
捜索救難飛行を実施 [SDF]

08:40 陸自:第6師団が東松島市にて捜索活動を開
始 [SDF]

08:48海自:第31航空群固定翼機が被災地周辺での
捜索救難飛行を実施 [SDF]

09:02空自:松島基地が瓦礫撤去等を開始 [SDF]

09:04空自:松島基地が医療支援を開始 [SDF]

10:30空自:松島基地が入浴支援を開始 [SDF]

10:30 空自:第3輸送航空隊C-1が救援物資(トイレ
ットペーパー, 紙おむつ等)を美保から福島へ空
輸 [SDF]

11:00空自:松島基地が給食支援を開始 [SDF]

11:14 陸自:第6師団OH-6×1機が七ヶ浜から浦戸
四島での捜索活動を開始 [SDF]

11:38 陸自:第6師団UH-1×1機が石巻から東松島
での捜索活動を開始 [SDF]

11:59海自:第21航空群ヘリが被災地周辺での捜索
救難飛行を実施 [SDF]

13:50 空自:航空救難団(松島)UH-60J×1機が捜索
救助活動を開始(17時12分松島着陸) [SDF]

06:02東北新幹線,福島-仙台間で運転再
開 [震災と鉄道全記録]

09:00時点 NTT東日本が福島・宮城・岩
手・青森・山形・秋田・茨城・栃木・群
馬・千葉・埼玉・神奈川・新潟・東京・
長野・山梨の各都県で設置した特設公
衆電話は計1,991台 [W: NTT東日本]

13:28頃東北新幹線が新白河―白石蔵王
間の下り線で停電のため運転見合わ
せ,一時運転再開したが,再び停電し東
京―仙台間の上下線で午後6時10分ま
で運転見合わせ [A]

・海岸堤防の緊急復旧工事を開始に向け
て, 中浜海岸の一部工区で工事用道路
の工事開始 [W:東北地方整備局]

・電力10社, 3月の販売電力総量を発表。
工場の操業停止などの影響で, 産業向
け大口電力が前年同月比6.3%減 [A]

・米大手格付け会社のスタンダード&プ
アーズ, 中部電力, 四国電力, 電源開発
の長期格付け見通しを安定的からネガ
ティブ(弱含み)へ格下げ [A]

・KDDI, 3月期連結決算を発表。携帯電
話料金の減免などで営業利益が21億円
減少,通信設備の福教費用などで176億
円の特別損失を計上 [A]

・トヨタ自動車, 3月の国内生産台数は前
年同月比62.7%減と発表。3月として
は過去最大の下げ幅 [A]

・自動車大手8社, 3月の国内生産台数を
発表。ほぼ全社が前年同月比で5割以
上の減少 [A]

・財務省,たばこ小売販売業の許可等の
弾力的な取扱いについて通達。被災地
域での営業所の仮移転の許可, 避難施
設における出張販売の許可を弾力的に
運用 [W:内閣府]

・厚労省,災害等により予防接種を受け
られない者に対する特例措置について
事務連絡。定期の予防接種の対象年齢
を過ぎてしまった者について, 予防接
種法に基づく定期の予防接種が受けら
れるよう特例措置を設ける [W:内閣府]

・国交省, 7万2000戸が必要とされる仮
設住宅のうち, 5万2000戸分の用地確
保にめどがついたと発表 [A]

・文科省, 8月実施の高等学校卒業程度認
定試験の出願について, 被災地域の受
験者については期限を延長 [W:内閣府]

・法務省,東日本大震災で滅失した宮城
県本吉郡南三陸町・牡鹿郡女川町, 岩
手県陸前高田市・上閉伊郡大槌町の戸
籍の再製データを作成完了 [W:法務省]

・日本建築士事務所協会連合会,第2回
東日本大震災対策本部会議を開催。
また, 警察庁より, 大震災復興事業
をめぐる暴力団等反社会的勢力排除
対策の推進について協力依頼 [W: 日

本建築士事務所協会連合会]

・日本建築士会連合会の藤本会長,岩
手県を表敬訪問 [W:日本建築士会連合会]

・東京大学大学院都市持続再生研究
センターの石川教授, 研究者ら8人
と岩沼市役所を訪れ井口市長に支援
を約束。建築や農業などの研究者が
現地調査などを実施し, 継続的に復
興策について助言していく [W: 河北

新報]

・福島県弁護士会,「福島県民,とりわ
け子どもたちの安全・安心な未来を
確保するよう求める会長声明」を発
表 [W:福島県弁護士会]

・第1回被災者健康支援連絡協議会,日
本医師会館にて開催 [W:日本薬剤師会]

・宮城県栄養士会,宮城県(保険福祉部
健康増進課)による沿岸部13市町村
の全避難所での食事状況等の調査に
協力 [W:日本栄養士会]

・日本科学技術振興機構理事長の北澤
宏一, 日本政府は1原発を全部停止,
2再生エネルギーの推進のもとで原
発を順次に廃止, 3より安全確保がで
きる原発を推進, という三つの方向
で今後のエネルギー政策を検討し,
2カ月後にまとまる見通しがあると,
台湾行政院主催の「全球科技高峰論
壇」(Global Science Leaders Forum)
にて発言 [LT]

・日本学術会議,第15回東日本大震災
対策委員会を開催 [W:日本学術会議]

・日本学術会議,日本原子力研究開発
機構先端基礎研究センター博士研究
員の二宮和彦提供の, 東日本の都道
府県ごとの放射線計測データを整理
した資料をホームページで公開 [W:

日本学術会議]

・日本学術会議東日本大震災対策委員
会, 基礎医学委員会・総合工学委員
会合同放射線・放射能の利用に伴う
課題検討委員会での審議をふまえて
「原子炉事故緊急対応作業員の自家
造血幹細胞事前採取に関する見解」
を発表 [W:日本学術会議]

・富士通総研,「電力使用制限対応生
産計画コンサルティング」を提供開
始 [W:富士通総研]
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市民社会 原発事故の影響 文化/風俗/メディア 東京圏/計画停電 福島県 宮城県 岩手県 海外動向

・宮内庁庭園課長,天皇・皇
后に「宮城県でのボラン
ティア活動体験につき」
説明 [皇室; 51]

・原子力資料情報室,「チェ
ルノブイリ原発事故から
25年放射能汚染知に住ん
で25年チェルノブイリの
今を語る」と題したイベ
ントを開催。パーベル・
ウドビチェンコ氏来日公
演 [W:原子力資料情報室]

・連合, 政策・制度討論集
会(約500名出席)で「災害
復興・再生に向けた政策」
に関する全体討論を実施。
26日まで [W:連合]

・千葉県勝浦市の漁業関係
者,民主党の食の安全・安
心ワーキングチーム座長
の金子衆院議員らに風評
被害の補償を要望 [A]

・JAグループ茨城や茨城県
酪農業協同組合連合会な
ど, 福島第1原発事故の風
評被害に伴う3月分の損
害として18億4600万円を
東電に請求することを決
定 [A]

・原 子 力 安 全 委 員 会,
SPEEDIを用い放射性物
質の1時間毎の拡散予測を
公表すると発表 [A]

・原子力安全委員会の斑目
委員長,原発の耐震指針を
見直すかどうかの検討を,
専門部会で始める方針を
表明 [A]

・佐賀県伊万里市の市長,原
発防災地域拡大を県に要
望 [佐賀新聞]

・福岡県糸島市,原子力防災
専門家を嘱託職員として
採用する方針を表明。県
内市町村で初 [西日本新聞]

・佐賀県の古川康知事,玄海
原発2・3号機の再開につ
いて「県独自判断難しい。
国の判断結果を注目する」
[佐賀新聞]

・米大手格付け会社のスタ
ンダード&プアーズ,中部
電力・四国電・電源開発
の長期格付けを見通し,安
定的からネガティブ(弱含
み)に変更 [A]

・フィギュアスケートの世
界選手権, モスクワで開
幕。大会は震災の影響で
3月の東京開催が中止さ
れ, 約1カ月遅れの代替開
催 [A]

・東京都港区の青山葬儀
所で元キャンディーズの
「スーちゃん」, 田中好子
さんの葬儀。震災の犠牲
者を悼み,生前に録音され
た肉声が流される。 [A]

・山口県の二井関成知事, 10
月に同県で開く国体につ
いて, 岩手・宮城・福島3
県の参加費を国や県で負
担し,大会名に「東日本大
震災復興祈念」と謳うよ
う文科省と日本体育協会
に提案することを表明 [A]

・FMラジオ局のベイエフ
エム,千葉県のマスコット
キャラクター「チーバく
ん」のグッズを県内一部
のコンビニで販売。売り
上げの一部を義援金に [A]

・日本フードサービス協会,
3月の国内外食産業の売
上高を発表。前年同月比
で10.3%減。94年の調査
開始以来, 最大の落ち込
み [A]

・宮内庁管理課長,天皇・皇
后に「被災者へ那須御用
邸入浴施設提供の状況に
つき」説明 [皇室; 51]

・消防庁長官,天皇・皇后に
「消防の活動状況につき」
説明 [皇室; 51]

・大分県立看護科学大学学
長, 皇太子夫妻に進講 [皇

室; 51]

・秋篠宮夫妻,群馬県中之条
合同庁舎にて避難者受入
れ状況等について聴取 [皇

室; 51]

・千葉県, 液状化現象で傾いた家屋を持ち上げ地盤改良を
行う際, 1世帯あたり最高100万円を支援する独自方針を決
定 [A]

・千葉県, 東日本大震災や福島第1原発事故による農林水産
物の買い控えや観光の落ち込みを抑えようと,「がんばろ
う千葉」キャンペーンを開始 [A]

・FMラジオ局のベイエフエム, 千葉県のマスコットキャラ
クター「チーバくん」のグッズを県内一部のコンビニで販
売。売り上げの一部を義援金に [A]

・東日本大震災県義援金配分委員会,茨城県庁で初会合。第
1次配分額として,死者・行方不明者1人につき家族に15万
円,住宅の全壊・全焼世帯に15万円,半壊・半焼世帯に7万
円 [I]

・茨城県で「東京電力原発事故農畜産物損害賠償対策県協議
会」の総会が開催。農畜産物に関連する3月分の被害額と
して約18億4千万円の損害賠償請求を決定 [I]

・茨城県農業協同組合中央会など34団体,「損害賠償対策茨
城県協議会」を設立。風評被害などの被害額を約18億4600
万円と算定 [S]

・茨城県神栖市の給水活動支援を行ってきた陸上自衛隊,断
水解消にめどが立ったことから支援活動を終えて帰隊 [I]

・住友金属工業鹿島製鉄所(茨城県鹿嶋市), 東日本大震災で
被災した全工場の再稼働が完了したと発表 [I]

・茨城県工業技術センター,県内中小企業が製造した工業製
品の放射線量を無料で検査する受け付けを開始 [I]

・糖度やネットの密度などメロンの品質を1個ごとに管理で
きるJA茨城旭村の光センサー選果システムが復旧,稼動 [I]

・常陽銀行, 2011年3月期連結決算の業績予想を下方修正し。
純利益が昨年11月予想の190億円から51億円少ない139億
円になる見通しを発表 [I]

・国指定史跡「水戸徳川家墓所」を管理する公益財団法人徳
川ミュージアム,東日本大震災によって被害を受けた墓所
を公開 [I]

・栃木県日光市の川治ダム湖を巡る「水陸両用バス」,東日本
大震災や原発事故による県内への避難者を招き試乗会 [A]

・栃木県日光市・湯西川温泉の老舗・伴久ホテル,宇都宮地
裁から破産手続き開始決定を受けていたことが判明 [A]

・小惑星探査機「はやぶさ」の回収カプセルを開発・製造し
たIHIエアロスペース(IA)の富岡事業所のスタッフ,義援金
として100万円を群馬県富岡市に付託 [J]

・秋篠宮夫妻,群馬県東吾妻町コニファーいわびつや岩櫃ふ
れあいの郷を訪問し被災者をお見舞い。避難者と地元ボラ
ンティアとの活動を視察 [皇室; 51]

・浪江町の観測地点では, 3月23日以降の積
算放射線量が20.7ミリシーベルトとの報
道。飯舘村では11.88ミリシーベルト [FP]

・郡山市教育委員会, 放射線量再調査で基
準値を下回った85小中学校について, 体
育などの屋外活動は1日1時間以内, 部活
動は1日2時間以内とする措置を決定 [FP]

・郡山市,市内28の小中学校と保育所で校
庭・園庭の表土を試験的に除去すると発
表。放射線量を下げる対策として初の試
み [メルトダウン]

・いわき市, 市内企業の工業製品などの残
留放射線測定を小名浜の市環境センター
で開始 [FP]

・福島県が新地町総合公園に整備した応急
仮設住宅への入居, 津波被害に遭った浜
通のトップを切って始まる [FP]

・福島県建設業協会, 中国製の輸入仮設住
宅350棟の建設を発表。国内の建設資材
の不足が背景 [FP]

・屋内退避区域指定で遅れていた南相馬市
の罹災証明書の発行, 鹿島区役所で始ま
る [FP]

・飯舘村, 役場機能を福島市飯野支所に移
転する見込み [FP]

・飯舘村の計画的避難の移転先, 国や県の
他に村が独自に探しているが, 約320室
(670人分)を確保したのみ。5000人分の
避難先確保が難航 [FP]

・電源立地地域対策交付金の使途が緩和さ
れ, 職員の人件費や庁舎の建て直し・修
繕にも支出可能に。大熊・双葉両町は近
く使途緩和申請の予定 [FP]

‐郡山市, 市独自の被災者支援として, 市
税・保育料・国民健康保険税などで各種
減免措置を実施。災害見舞金は制度で定
める定額に上乗せして支給 [FP]

・福島県内の旅館・ホテルの宿泊予約を
キャンセルした客, 福島第1原発事故以
来, 延べ約68万人。被害金額は74億円に
上ることが判明 [FP]

・カゴメ,福島第1原発事故の影響で加工用
トマトを作付けできなかった仕入れ先農
家に対し, 購入予定額の3分の1を支払う
ことを表明 [FP]

・ヨルダンの医療チーム, 福島県内で医療
支援活動を開始。約3週間, 福島県立医
科大学のチームと避難所を巡回し, エコ
ノミークラス症候群の検査などにあた
る [FP]

・東北新幹線, 運休区間のうち仙台-福島
間の運転が再開。震災から45日ぶりに仙
台-東京が結ばれる [FP]

・岩手・宮城・福島各県では,
自衛隊や在日米軍,海上保安
庁, 警察などが3回目となる
行方不明者の集中捜索を実
施。自衛隊は計59遺体(19時
時点)を収容 [W:河北新報]

・村井県知事,政府の復興構想
会議で提起した「大震災復
興広域機構」の設立を目指
し,岩手・福島両県と合意形
成を図る方針を表明 [W:河北

新報]

・村井県知事,東北電力女川原
発の再開について,「容認す
るのは物理的に不可能」 [A]

・村井県知事,「観光地が元気
と輝きを取り戻すのに協力
してほしい」と,大型連休中
に積極的に県内の行楽地を
訪れるよう県民に会見でア
ピール [W:河北新報]

・宮城県内の避難所での食事
の栄養量を県が調査した結
果, 避難所の9割でカロリー
不足, 7～8割でタンパク質と
ビタミンが欠乏しているこ
とが判明 [W:河北新報]

・第2回宮城県沿岸域現地連絡
調整会議, 開催 [W: 東北地方整

備局]

・仙台市,東日本大震災の影響
で1カ月延期し, 5月1日付で
発令する定期人事異動を発
表。異動規模は前年度を425
人下回る2211人で, 例年の8
割程度 [W:河北新報]

・仙台市で生産調整(減反)中の
農地約200ヘクタール, 今年
は水田に復元されることが
判明 [W:河北新報]

・東京大学大学院都市持続再
生研究センターの石川教授,
研究者ら8人と岩沼市役所を
訪れ井口市長に支援を約束。
建築や農業などの研究者が
現地調査などを実施し,継続
的に復興策について助言し
ていく [W:河北新報]

・南三陸町, 集団避難希望者
の3次募集を開始。対象は避
難者約6800人。6735人分を
募集。4月27日まで [W: 河北

新報]

・配電機器・制御機器メーカー
の東北電機製造,東北電力向
けの電柱用変圧器の出荷を
再開 [W:河北新報]

・岩手・宮城両県の水産加工業
者など6社, 東京のファンド
運営会社と連携し再建のた
めの資金調達を目指すファ
ンドを設立 [W:河北新報]

・岩手県,総額2255億5600万円
の2011年度一般会計補正予
算案を発表。4月27日の県議
会臨時会に提案 [W:岩手日報]

・岩手県, 東日本大震災の復
旧・復興に向けた財源や人
材の確保のため2011年度事
業を見直し, 総額約110億円
を捻出する方針を決めたと
の報道。10月開催予定だっ
た全国生涯学習ネットワー
クフォーラム岩手大会も中
止 [W:岩手日報]

・岩手県,部局横断で約40人体
制の復興局を設置。現在の
災害対策本部を縮小し,知事
を本部長とする「復興本部
体制」に移行する方針で,捻
出した予算や人員を復興部
門に集中投入 [W:岩手日報]

・岩手県,沿岸部の事業所の再
開を支援するため,損壊した
施設や設備の修繕費の一部
を補助する方針を固めたと
の報道 [W:岩手日報]

・岩手県, 震災後の産業振興
や雇用対策に関する復興
ビジョン(2011～15年度)の
策定に向けた「中小企業・
雇用者等復興支援会議」の
初会合を開催 [W:岩手日報]

・大槌町でプレハブ庁舎の
仮役場が完成。開所式を実
施 [A]

・宮古市の山本正徳市長,津波
浸水地域で新たな建築物を
制限することについて,条例
化せず住民に自粛を求める
考えを提示 [W:岩手日報]

・東日本大震災で親が死亡し
たり行方が分からなくなっ
ている18歳未満の「震災孤
児」, 4月25日時点で57人に
上ることが岩手県の調査で
判明。調査は4月1～21日に
宮古市以南の6市町を中心に
実施 [W:岩手日報]

・米国務長官科学技術顧問の
A.W.Reynolds,「気候変動に
対処するために,原子力を選
択肢の一つとして使い続け
るべき」との見解 [LT]

・アメリカ:国務長官科学技術
顧問のA.W.Reynolds,「気候
変動に対処するために,原子
力を選択肢の一つとして使
い続けるべき」との見解 [LT]

・中国:程永華駐日中国大使,
中国国務院華僑事務弁公室
(国僑弁)の委託を受け, 被災
者救済金10万ドルを日本華
僑華人連合総会に寄付 [RJ]

・中国:上海虹橋辺検站(出入
国管理部門), 東日本大震災
の影響を受け長期にわたり
利用低迷が続いていた中日
航空路線は回復傾向にあり,
搭乗者数は徐々に増加, 1日
平均の搭乗者数は震災前の
約80%にまで戻ったと明ら
かにした。訪日留学生が中
日航空路線回復の主な原動
力 [RJ]

・中国:山西省太原市虹橋小学
校が25日明らかにしたとこ
ろによると,同校は今月初旬
に日本から避難してきた児
童1人を受け入れ, 手厚い配
慮を行っている [RJ]

・ロシア:「世論財団」が原発
についての世論調査を実施。
事故の再発を懸念する人は
80% [A]

・欧州各地で反原発を訴える
集会 [AFP]

・UNFPA(国連人口基金),東京
都内で会見。被災した女性
たちへ, 下着や靴下, 化粧水,
クリームなど計5千セットを
贈ると発表 [A]
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Apr.
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25日
(月)
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全般 国/政治経済 原発/東電 自衛隊 米軍/米国 基礎的インフラ 生活/生産の基盤 学界/専門家組織

Mon.
25

Apr.

4月
25日
(月)

13:53 空自:航空救難団(秋田)UH-60J×2機が捜索
救助活動を開始(17時02分松島着陸) [SDF]

14:06 空自:航空救難団(新潟)UH-60J×1機が捜索
救助活動を開始(17時14分松島着陸) [SDF]

14:17 空自:航空救難団(千歳)U-125A×1機が捜索
救助活動を開始(16時59分松島着陸) [SDF]

14:48 空自:航空救難団(百里)U-125A×1機とUH-
60J×1機が捜索救助活動を開始(17時37分百里着
陸) [SDF]

14:49海自:第21航空群ヘリが被災地周辺での捜索
救難飛行を実施 [SDF]

15:30海自:「きりしま」が桂島で33名に診療支援,
健康相談を実施 [SDF]

15:38 陸自:第6師団UH-1×1機が石巻港周辺での
捜索活動を開始 [SDF]

15:40 陸自:第6師団OH-6×1機が七ヶ浜から浦戸
四島での捜索活動を開始 [SDF]

20:20海自:横須賀警備隊が宮城県石巻市中央市営
駐車場にて被災者227名に入浴・シャワー支援を
実施 [SDF]
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・楽天野球団, 2011年シーズ
ンはチームが1勝するごとに
100万円を積み立て, シーズ
ン終了後に東日本大震災の
震災孤児支援金として寄付
すると発表 [W:河北新報]

Mon.
25

Apr.

4月
25日
(月)
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全般 国/政治経済 原発/東電 自衛隊 米軍/米国 基礎的インフラ 生活/生産の基盤 学界/専門家組織

Tue.
26

Apr.

4月
26日
(火)

・菅首相,閣議後の閣僚懇談
会で, 「エネルギー, 原子
力対策について,日本の教
訓をもとに,将来に向かっ
ての構想を何らかの形で
描く必要がある」と発言。
5月下旬のG8で公表する
意向 [A]

・東日本大震災に対処する
ための特別の財政援助及
び助成に関する法律案,閣
議決定 [W:内閣府]

09:40 海江田経産相, 福島第1原発
の周辺住民に賠償金の仮払いを
始めると閣議後の記者会見で表
明。26日には東電が112世帯の口
座に100万円(単身75万円)を振り
込む [A]

10:15 宮城県の村井知事, 立地3自
治体と東北電力との安全協定に
基づき,停止中の女川原発を立ち
入り調査。知事の参加は極めて
異例 [A]

・東電,福島第1原発1号機建屋をロ
ボットで調査したが格納容器の
損傷箇所を特定できなかったこ
とを表明 [メルトダウン]

・東電, 福島第1原発4号機タービ
ン建屋地下の水の放射性物質濃
度が1ヵ月で最大約250倍まで高
まったことを明らかに [メルトダ

ウン]

・東電,福島第1原発4号機の使用済
み核燃料プールから水漏れの可
能性があることを明らかに [メルト

ダウン]

・東電,放射性物質を含むちり等を
固め飛散を防ぐ樹脂散布を本格
化 [メルトダウン]

・原子力安全・保安院,地震発生後
の原子炉の状態等の記録を回収
し報告するよう東電に命じたと
発表 [メルトダウン]

・原子力災害現地対策本部,公益目
的に限り,市町村長と同本部の協
議で行政機関や企業の警戒区域
への一時立ち入りを許可すると
発表 [メルトダウン]

・文科省, 福島第1原発から放出さ
れる放射性物質による周辺の汚
染状況を予測した地図を公表 [メ

ルトダウン]

05:50 空自:中空派遣隊(松島)が捜索救護を開
始 [SDF]

06:10 空自:中空派遣隊(松島)が沐浴支援を開
始 [SDF]

06:25陸自:第10師団が宮城県沿岸部にて捜索活動
を開始 [SDF]

06:30 陸自:第9師団が岩手県沿岸部にて捜索活動
を開始 [SDF]

06:52海自:第21航空群ヘリが被災地周辺での捜索
救難飛行を実施 [SDF]

06:55 陸自:第5旅団が宮城県沿岸部にて捜索活動
を開始 [SDF]

07:00 陸自:301坑道掘削中隊が南三陸町にて捜索
活動を開始 [SDF]

07:00陸自:第12施設群が気仙沼市にて捜索活動を
開始 [SDF]

07:00陸自:第13施設隊が気仙沼市,南三陸町,東松
島市,七ヶ浜町にて捜索活動を開始 [SDF]

07:00 陸自:第2施設団が宮城県沿岸部にて捜索活
動及び瓦礫除去を開始 [SDF]

07:01 空自:中空派遣隊(松島)が給水支援を開
始 [SDF]

07:04 空自:中空派遣隊(松島)が物流管理支援を開
始 [SDF]

07:18海自:第21航空群ヘリが被災地周辺での捜索
救難飛行を実施 [SDF]

07:22原子力:CH-47(サーモグラフィ・放射線測定
器搭載)×1機が福島第1原発上空モニタリングを
開始 [SDF]

07:30 空自:北空派遣隊(山田)が捜索救護を開
始 [SDF]

07:55 空自:航空救難団(松島)UH-60J×4機が捜索
救助のため松島を離陸 [SDF]

07:55 陸自:第1特科団が宮城県沿岸部にて捜索活
動を開始 [SDF]

07:58 空自:航空救難団(百里)UH-60J×1機が捜索
救助のため百里を離陸 [SDF]

07:59 空自:航空救難団(松島)U-125A×1機が捜索
救助のため松島を離陸 [SDF]

08:00 原子力:陸自第12旅団各部隊等が福島第1原
発30km圏内で捜索を開始 [SDF]

08:00 原子力:陸自中央即応集団が福島第1原発
30km圏内の広野町及び南相馬市原町区にて捜索
活動を開始 [SDF]

08:00陸自:第14旅団が宮城県沿岸部にて捜索活動
を開始 [SDF]

08:01 空自:航空救難団(百里)U-125A×1機が捜索
救助のため百里を離陸 [SDF]

08:08海自:第31航空群固定翼機が被災地周辺での
捜索救難飛行を実施 [SDF]

08:10海自:第31航空群固定翼機が被災地周辺での
捜索救難飛行を実施 [SDF]

08:15 空自:北空派遣隊(山田)が物資配送を開
始 [SDF]

08:15 陸自:第6師団が宮城県沿岸部にて捜索活動
を開始 [SDF]

08:18 空自:北空派遣隊(山田)が炊き出しを開
始 [SDF]

08:31 原子力:偵察航空隊RF-4×1機が原発の航空
偵察(写真撮影)のため百里を離陸 [SDF]

09:00 空自:中空派遣隊(松島)が民生支援を開
始 [SDF]

09:00陸自:13旅団が福島県沿岸部にて捜索活動を
開始 [SDF]

・米陸軍兵士が
宮城県石巻市
の貞山小学校
を訪れ子供達に
米軍の活動を紹
介 。SAKURA
CLASS [A]

09:00時点 NTT東日本が福島・宮城・岩
手・青森・山形・秋田・茨城・栃木・群
馬・千葉・埼玉・神奈川・新潟・東京・
長野・山梨の各都県で設置した特設公
衆電話は計1,962台 [W: NTT東日本]

09:00時点 NTT東日本が青森・岩手・宮
城・秋田・山形・福島・茨城・栃木・
群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・新
潟・山梨・長野の各都県で設置したイ
ンターネット接続コーナーは計270 [W:

NTT東日本]

・政府,津波で被害を受けた農地の除塩
事業について,国が9割を補助する特例
法案を閣議決定 [A]

・農水省,津波で被害をうけた農地につ
いて, 3年後の完了をめどに改良を進め
る方針 [A]

・経産省の緊急調査によると,被災地の
生産拠点の6割が再稼働 [A]

・厚労省,被災学生らの就職活動の拠点
として,東京都と埼玉県にある国の2施
設を宿泊所として無料開放することを
発表 [A]

・国交省・環境省,自動車NOx・PM法の
特例的取り扱いについて告示。2011年
3月11日から9月30日に使用期限を迎
える車両の猶予期間を延長 [W:内閣府]

・土木学会, 東日本大震災第1次総合
調査団(団長:坂田会長)の中間とりま
とめ(案)を国交相に提出 [W:土木学会]

・建設系7学会(空気調和・衛生工学会,
地盤工学会, 土木学会, 日本コンク
リート工学協会,日本造園学会,日本
建築学会, 日本都市計画学会)会長,
「東日本大震災後の国土・地域振興
に関連する7学会会長共同提言」を
国交相に提出 [W:土木学会]

・日本建築学会, 災害委員会を開催。
調査の状況, 報告書(速報)の作成方
針等を協議 [建築雑誌; No.1622]

・日本建築学会東北支部,「東北地方
太平洋沖地震災害調査速報(20)」を
発表 [建築雑誌; No.1622]

・日本建築士会連合会の藤本会長,宮
城県庁を表敬訪問。また東北ブロッ
ク会長会議を実施 [W: 日本建築士会連

合会]

・都市再生機構,応急仮設住宅の建設
に係る支援要員を宮城県に派遣 [W:

UR]

・国土技術政策総合研究所・土木研究
所・建築研究所が主催する「東日本
大震災調査報告会」,開催 [W:土木研

究所]

・国立感染症研究所感染症情報セン
ター, "Measles in earthquake disas-
ter areas: For those planning to visit
the quake and tsunami-hit areas of
northern Japan"を発表 [W: 国立感染症

研究所]

・農業農村工学会の東日本大震災塩
害調査団, 宮城県内の大津波浸水地
域を視察。名取市閖上地区で冠水し
た水田の塩分濃度が基準の7倍に達
したことを発表 [W:河北新報]
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・広島市中区で「脱原発」へ
の行動を呼びかけるイベ
ント。約1500人が参加 [A]

・大阪市内で反原発を訴え
るデモ行進。被災者や「デ
モは初めて」の市民ら約
200人が参加 [A]

・福島第1原発事故で出荷停
止や風評被害などを受け
た農家ら400人が東京電
力本社前で抗議 [A]

・「愛する飯舘村を還せプロ
ジェクト」(「負げねど飯
舘!!」)メンバーによる村
民決起集会が飯舘村で開
催 [W:愛する飯館村を還せプロ

ジェクト]

・原子力資料情報室, 日本
消費者連盟,原水禁国民会
議が院内集会「チェルノ
ブイリから25年いま福島
原発事故を考える」を開
催 [W:原子力資料情報室]

・原子力資料情報室, 日本
消費者連盟, 原水爆禁止
日本国民会議が院内集会
「チェルノブイリからの
報告から考える福島原発
事故」を開催。パーベル・
ウドビチェンコ氏来日公
演 [W:原子力資料情報室]

・原子力資料情報室,緊急院
内集会「『福島原発震災』
後の日本の原子力政策を
考える」を参院で開催 [W:

原子力資料情報室]

・千葉県, 香取市の農家10
戸が同市産ホウレンソ
ウ7885束を出荷自粛/出荷
停止期間中に市場に出荷
していたことを会見で発
表 [A]

・福島第1原発から漏れた放
射性物質の被害を受けた
農家ら,速やかな賠償を求
めて東電本社前で抗議 [A]

・文科省, 2012年3月までの
福島県内の積算線量を
推計した汚染マップを公
表 [A]

・福島県のJAグループ, 農
家の委託を受け,損害額の
算定や請求を進める対策
協議会を設置 [A]

・福山官房副長官,首相官邸
で福島県飯舘村村長らと
会談。福島県外を含む複
数の避難先を提案 [A]

・東工大原子炉工学研究
所教授, 皇太子夫妻に進
講 [皇室; 51]

・総務省, 被災自治体が中
心となって,全国で復興宝
くじを販売することを許
可 [A]

・江田法相,全国の受刑者や
拘置所の被告ら約2800人
から計2156万円の義援金
が寄せられたと公表 [A]

・力士会,被災した子供たち
を支援するため, 今後10
年, 毎月一人1万円ずつ寄
付することを決定 [A]

・日本大相撲協会と日本プ
ロスポーツ協会, 5月の大
相撲夏場所に岩手・宮城・
福島の子供計3000人を招
待することを決定 [A]

・日本体育協会, 今秋の山
口国体と来冬の岐阜・愛
知冬季国体について特例
措置を決定。被災した岩
手・宮城・福島・茨木・千
葉の選手は,避難先都道府
県からでも参加可 [A]

・福島市の県立美術館,震災
後に臨時休館が続いてい
たが再オープン。常設展
は「ふるさと・祈り・再生」
をテーマにコレクション
87点を特集 [A]

・宮城県石巻市を舞台に
した映画「エクレール・
お菓子放浪記」のチャリ
ティーイベントが都内で
開催。いしだあゆみなど
出演者ら涙 [NS]

・日本百貨店協会, 3月の全
国売上高を発表。前年同
月比で14.7%減 [A]

・厚労副大臣,天皇・皇后に
「医療・看護等厚生労働関
係業務への影響と対応策
につき」説明 [皇室; 51]

・東京・埼玉・千葉の知事が首相官邸を訪問。仙谷官房副長
官に企業や家庭に節電を徹底させるよう要望 [A]

・厚労省と文科省,被災した学生に首都圏で就職活動を行う
際の宿泊施設として, 労働大学校(埼玉県朝霞市)を無料提
供すると決定 [A]

・茨城県,県土木部と市町村が管理する施設やインフラの被
害が1268億円, 県内医療・福祉関連施設の被害が約200億
円に上ることを明らかに [I]

・茨城県,北茨城沖で4月25日採取したシラスなど魚介類5品
目を分析した結果,食品衛生法の暫定基準値を下回ったと
発表 [I]

・茨城県筑西市, 筑西市民病院について, 特に危険な3～5階
部分を撤去し敷地内に軽量鉄骨のユニットを新設する方針
を明らかに [I]

・茨城県笠間市議会が臨時議会を開催。笠間焼の窯修繕費
助成など,被災者支援を盛り込んだ12億1004万円の本年度
補正予算案を可決 [I]

・東祥三内閣府副大臣と長谷川彰一内閣府官房審議官ら,茨
城県潮来市・神栖市などを視察 [I]

・文科省, 2012年3月までの福島県内の積
算線量を推計した汚染マップを公表 [A]

・福島県のJAグループ,農家の委託を受け,
損害額の算定や請求を進める対策協議会
を設置 [A]

・福島県, 飯舘村の肉用牛のスクリーニン
グ検査を実施。いずれの牛も基準値を大
きく下回った [FP]

・福山官房副長官, 首相官邸で福島県飯舘
村村長らと会談。福島県外を含む複数の
避難先を提案 [A]

‐川俣町山木屋地区の住民が県の仮設住
宅に入居できるのは10月以降となる見通
し [FP]

・福島・岩手・宮城3県の「災害ボランティ
アセンター」, 計65カ所の約86%にあた
る56カ所が, 対象を地元の住民に限るな
ど受け入れ制限をしていた [FP]

・福島県,国の緊急雇用創出基金を活用し,
震災被災者約6000人の雇用を創出。県市
町村による直接雇用, 民間委託で費用総
額は最大約153億円 [FP]

‐福島県内では, 自治体が被災者を独自財
源で雇用する動き。いわき市では内定を
取り消された新卒者を, 二本松市では解
雇された市民をそれぞれ臨時雇用 [FP]

・福島県, 被災した浜通りの企業が他地区
の空き工場に移転する場合, 移転費用や
賃料の一部を補助する方針を固める [FP]

・福島県道路公社,震災被災者を対象に,観
光有料道路3路線の料金を無料にすると
発表 [FP]

・東電,福島第1原発事故での避難住民に対
する賠償金仮払いを開始 [FP]

・福島市の県立美術館, 臨時休館が続いて
いたが再オープン。常設展は「ふるさ
と・祈り・再生」をテーマにコレクショ
ン87点を特集 [A]

・南三陸町,町内の避難所を再
編する方針を固め, 4月26日
に町役場仮庁舎で開いた避
難所代表者会議で提示 [W:河

北新報]

・亘理町,県が第1～3次着工分
として建設中の仮設住宅400
戸の入居者を決定。高齢者
や妊産婦らがいる世帯を優
先するため,各世帯を数値化
し,点数の高い世帯から割り
当て [W:河北新報]

・多賀城市の東北歴史博物館,
一部の展示室を除き開館 [W:

河北新報]

・仙台地裁,震災後に再開する
裁判員裁判で,被災地の裁判
員候補者に呼び出し状を発
送しない方針を発表 [W:河北

新報]

・仙台七夕まつり協賛会,今夏
の仙台七夕まつりの開催を
決定 [A]

・仙台銀行,三井精一頭取(68)
の続投を取締役会で内定。
東日本大震災への対応に継
続して取り組む必要がある
などとの判断 [W:河北新報]

・農業農村工学会の東日本大
震災塩害調査団, 宮城県内
の大津波浸水地域を視察。
名取市閖上地区で冠水した
水田の塩分濃度が基準の7倍
に達したことを発表 [W:河北

新報]

・福島・岩手・宮城3県の「災
害ボランティアセンター」,
計65カ所の約86%にあたる
56カ所が,対象を地元の住民
に限るなど受け入れ制限を
していた [FP]

・日本政策投資銀行東北支
店,岩手・宮城・福島・茨城
4県の被害額推計をとりま
とめ。全体で16兆3730億円,
東北3県で計13兆8980億円。
3県の沿岸部では金額換算で
住宅やインフラなど総資産
の22.1%が喪失 [W:河北新報]

・岩手県, 第2回東日本大震災
津波復興委員会を開催 [W:岩

手県]

・陸前高田郵便局,プレハブの
仮庁舎で営業を再開 [A]

・岩手ふるさと農協(奥州市胆
沢区)など内陸の農業組織,
沿岸の津波被害などで作付
けできなくなった2011年産
米約2300トンの生産を全量
引き受ける方針を固めた [W:

岩手日報]

・福島・岩手・宮城3県の「災
害ボランティアセンター」,
計65カ所の約86%にあたる
56カ所が,対象を地元の住民
に限るなど受け入れ制限を
していた [FP]

・ウクライナ:キエフなど各地
で追悼行事。チェルノブイ
リ事故から25年を迎えて [A]

・韓国:原発のある5自治体の
首長が慶州市にて集会。原
発事故に対する安全策の徹
底や情報公開を求める意見
書を採択 [A]

・中国:鳳凰衛星テレビ局の時
事評論家である何亮亮氏,中
国軍の放射線対応ロボット
の無償提供を日本が断った
事実をテレビ番組中に明か
す [RJ]

・ロシア:メドベージェフ大
統領, チェルノブイリ事故
25周年の挨拶。各国首脳に
原子力の安全性を向上する
ための提案を送付。5月の
G8サミットで原発の安全性
向上に向けた具体的なイニ
シアチブを提唱ると発表。
IAEA(国際原子力機関)の権
限強化の方針も提案 [A]

Tue.
26

Apr.

4月
26日
(火)
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Tue.
26

Apr.

4月
26日
(火)

09:01 海自:第4航空群固定翼機が被災地周辺での
捜索救難飛行を実施 [SDF]

09:15 空自:中空派遣隊(松島)が医療支援を開
始 [SDF]

10:18海自:「あまぎり」が柱島及び寒風沢村の被
災者にガソリンを供与 [SDF]

11:25海自:第21航空群ヘリが被災地周辺での捜索
救難飛行を実施 [SDF]

12:11海自:第21航空群ヘリが被災地周辺での捜索
救難飛行を実施 [SDF]

13:00 空自:航空救難団(松島)UH-60J×4機が捜索
救助のため松島を離陸 [SDF]

13:29 空自:航空救難団(百里)UH-60J×1機が捜索
救助のため百里を離陸 [SDF]

13:30 空自:航空救難団(百里)U-125A×1機が捜索
救助のため百里を離陸 [SDF]

13:40 空自:航空救難団(松島)U-125A×1機が捜索
救助のため松島を離陸 [SDF]

20:00海自:横須賀警備隊が宮城県石巻市中央市営
駐車場にて被災者239名に入浴・シャワー支援を
実施 [SDF]
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Wed.
27

Apr.

4月
27日
(水)

・震災被災者を支援する税
の減免策を盛り込んだ税
制特例法が国会で成立 [A]

・菅内閣,衆院本会議に総額
4兆円を超える第一次補正
予算案を提出 [A]

・消費税増と社会保障の一
体改革をめざす「集中検
討会議」が再開 [A]

・菅首相,全国漁業協同組合
連合会の服部会長らと面
会 [A]

・クウェートのオタイビ駐
日大使,海江田経産相に原
油500万バレルの無償提
供を表明 [A]

・自民党憲法改正推進本部
役員会で,憲法に非常事態
条項を盛り込む動きが浮
上 [A]

・日本政策金融公庫,東日本
大震災関連の融資の申し
込みが7674件, 1200億円
に達したことを発表 [A]

・米格付け会社のスタン
ダード&プアーズ,日本の
長期国債の格付け見通し
を「安定的」から「ネガティ
ブ」(弱含み)に変更 [A]

・天皇・皇后が震災後初め
て東北入り。午後に宮城
県南三陸町の被災現場を
視察し,同町や仙台市の避
難所を慰問 [A]

08:50福島県郡山市立薫小学校, 福
島第1原発の事故による放射性物
質を取り除くため校庭の表土を
削る作業を開始 [A]

10:00過ぎ 福島第1原発1号機で, 原
子炉への注水を増やし格納容器
を水で満たす「水棺」作業のテス
トに着手 [A]

11:00過ぎ 東電, 福島第1原発で屋
外作業に従事していた女性社員
が基準の3倍を超える被曝をした
と発表。法の定める被曝限度を
超えた作業員は初めて [A]

11:09枝野官房長官, 原発事故をめ
ぐる東電の賠償問題について「上
限があるからこれ以上被害補償
しませんということは,考えられ
ないし,許されない」と述べ,金融
機関などが求めている東電の賠
償上限の設定を否定 [A]

・東電, 4月26日にロボット2台を
使って撮影した福島第1原発1号
機建屋1階のポンプ室入り口付近
の写真を公開 [メルトダウン]

・東電, 福島第1原発1～3号機炉心
の核燃料損傷割合の推定値を訂
正し原子力安全・保安院に報告し
たと発表 [メルトダウン]

・東電, 福島第1原発敷地内で放射
性物質アメリシウムとキュリウ
ムが検出されたことを発表 [A]

・福島第1原発事故対策統合本部, 1
～4号機のタービン建屋地下等に
たまった高濃度の汚染水を浄化
する設備を設置する計画を正式
に発表 [メルトダウン]

・原子力安全委の班目委員長,衆院
決算行政監視委員会に参考人と
して出席。「安全委が安全審査の
指針類に不足があったのは明ら
か。抜本的な見直しを約束する」
[メルトダウン]

・厚労省,原発作業員の被曝線量に
ついて,通常時50ミリシーベルト/
年の上限規定を撤廃する検討を
開始 [メルトダウン]

06:20空自:松島基地が沐浴支援を開始 [SDF]

06:46 空自:北空派遣隊(山田)が捜索救護を開
始 [SDF]

07:00空自:松島基地が捜索救助を開始 [SDF]

07:03空自:松島基地が給水支援を開始 [SDF]

07:07陸自:第2施設団が石巻市にて捜索活動・瓦礫
除去を開始 [SDF]

07:09空自:松島基地が物流管理支援を開始 [SDF]

07:15 原子力:陸自第12旅団各部隊等が福島第1原
発30km圏内における救護支援及び捜索活動等を
開始 [SDF]

07:40陸自:第12施設群が気仙沼市にて捜索活動・
瓦礫除去を開始 [SDF]

07:59陸自:第4師団が南三陸町での捜索活動・瓦礫
除去を開始 [SDF]

08:00 空自:北空派遣隊(山田)が物資配送を開
始 [SDF]

08:04 空自:北空派遣隊(山田)が炊き出しを開
始 [SDF]

08:04陸自:第5施設団が南相馬市,新地町にて捜索
活動・瓦礫除去を開始 [SDF]

08:04 陸自:第9師団が大船渡市, 陸前高田市, 釜石
町にて捜索活動を開始 [SDF]

08:15陸自:第13施設隊が南三陸町及び東松島市で
の捜索活動・瓦礫除去を開始 [SDF]

08:23海自:第21航空群ヘリが被災地周辺での捜索
救難飛行を実施 [SDF]

08:26 海自:第2航空群固定翼機が被災地周辺での
捜索救難飛行を実施 [SDF]

09:00 陸自:第301坑道中隊が南三陸町での捜索活
動・瓦礫除去を開始 [SDF]

09:14空自:松島基地が医療支援を開始 [SDF]

10:48 空自:松島基地が民生支援(瓦礫撤去)を開
始 [SDF]

10:57海自:「あけぼの」が野々島,柱島及び寒風沢
村の被災者に生活支援物資を輸送 [SDF]

12:30海自:「しもきた」が金華山地区の被災者に
生活支援物資を輸送 [SDF]

12:59 空自:航空救難団(新潟)U-125A×1機が捜索
救助活動を開始(15時23分新潟着陸) [SDF]

13:32 空自:航空救難団(松島)UH-60J×1機が捜索
救助活動を開始(15時00分松島着陸) [SDF]

15:27海自:「せとぎり」が気仙沼大島にて被災者
19名に入浴支援を実施 [SDF]

15:30海自:「きりしま」が寒風沢島にて被災者22
名に診療支援を, 被災者2名に対し健康相談を実
施 [SDF]

15:55海自:「しもきた」が鮎川金華山にて被災者
77名に入浴支援を, 被災者16名に健康相談を実
施 [SDF]

16:53海自:「すおう」が気仙沼大島浦の浜地区の
被災者に生活支援物資を輸送 [SDF]

17:25海自:「のと」が函館から大湊へ陸自トラッ
ク2台及び灯油ドラム缶96本を輸送 [SDF]

20:15海自:横須賀警備隊が宮城県石巻市中央市営
駐車場にて被災者270名に入浴・シャワー支援を
実施 [SDF]

09:00時点 NTT東日本が福島・宮城・岩
手・青森・山形・秋田・茨城・栃木・群
馬・千葉・埼玉・神奈川・新潟・東京・
長野・山梨の各都県で設置した特設公
衆電話は計1,943台 [W: NTT東日本]

09:00時点 NTT東日本が青森・岩手・宮
城・秋田・山形・福島・茨城・栃木・
群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・新
潟・山梨・長野の各都県で設置したイ
ンターネット接続コーナーは計271 [W:

NTT東日本]

10:00 国交省, 港湾の一般利用の復旧
状況について, 367バース中129バース
(35%の復旧)と発表 [W:国交省]

・経産省,被災地で避難所等にドラム缶
での仮設ミニSSを設置しガソリン供
給を開始 [W:経産省]

・NTTグループ,携帯電話・加入電話の
復旧が4月末までには可能になる見込
みを発表。被災地も含めて [A]

・日本建設連合会,今夏の電気使用量を
25%以上減らすよう加盟各社に求める
方針を決定 [A]

・東京商工リサーチ,震災の影響で経営
破綻に追い込まれた企業・事業者が50
社に達したことを発表 [A]

・第5回被災者等就労支援・雇用創出推
進会議,『「日本はひとつ」しごとプロ
ジェクト』(フェース2)とりまとめ [W:

厚労省]

・菅政権,住宅被害の判断基準を緩和す
る方針を決定。被災者生活再建支援法
の適用世帯を広げ, 液状化現象による
住宅被害を救済するねらい [A]

・厚労省,応急仮設住宅のグループホー
ム等に係る共同生活住居への活用に
ついて事務連絡。人員・設備・運営に
関する基準の柔軟な取り扱いが可能
に [W:内閣府]

・最高裁,岩手・宮城・福島3県で成年後
見人ら32人が震災による死亡/避難の
ため役割を果たせなくなっていると発
表 [A]

・東京都教育委員会, 宮城県に都内の
公立学校の教員約70人を派遣すると
発表。震災による教員不足を補う目
的 [A]

・日本建築士事務所協会連合会,「東
日本大震災に関する当面の方針(そ
の2)」を理事・幹事および単位会会
長宛に発信 [W: 日本建築士事務所協会連

合会]

・再開発コーディネーター協会,大震
災等支援本部員会議を開催 [W: 再開

発コーディネーター協会]

・都市計画コンサルタント協会, 第2
回東日本大震災復興特別委員会を開
催 [W:都市計画コンサルタント協会]

・日本弁護士連合会と日本司法支援
センター(法テラス), 東日本大震災
への法的支援に関する基本合意を締
結 [W:日本弁護士連合会]

・日本社会福祉士会,岩手県大槌町地
域包括支援センターへの支援のた
め, 4月27日以降, 毎日2名を継続し
て派遣 [W:日本社会福祉士会]

・日本薬剤師会の児玉会長, 民主党・
厚生労働部門会議による東日本大震
災に関するヒアリングに出席。被災
3県における派遣薬剤師の活動状況
を説明後, 災害時の薬剤師による支
援活動及び被災地の復興支援等につ
いて要望 [W:日本薬剤師会]

・応用物理学会・日本化学会など34
学会(44万会員)の会長, 「日本は科
学の歩みを止めない～学会は学生・
若手と共に希望ある日本の未来を築
く」と題した声明を4月27日付で発
表 [W:応用物理学会]

・日本学術会議,第16回東日本大震災
対策委員会を開催 [W:日本学術会議]

・東北大学,全学的に地域再生の研究
成果を集約する「災害復興新生研究
機構」を設立。シンクタンクとして,
自治体の復興計画などへの貢献を目
指す [W:河北新報]

・中央防災会議, 有識者らにより防
災対策の見直し。震災後初めて開
催 [A]
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・国境なき医師団, 心理療
法士がスタッフを務める
「カフェ」を南三陸町のベ
イサイド・アリーナ付近
に開設 [W:国境なき医師団]

・日本政府,グリーンピース
による領海内での調査を
拒否。領海外での調査も
規制を求める [W: グリーン

ピース]

・護憲を訴える市民団体「埼
玉憲法会議」,原水爆禁止
県協議会などと共催で,福
島第1原発事故を考える学
習会を開催 [A]

・菅内閣, 出荷停止の野菜
について,一部停止指示を
解除。栃木県全域のほう
れん草,福島県一部地域の
ブロッコリー・カリフラ
ワー・キャベツが対象 [A]

・JA栃木中央会, 東京電力
福島第1原発事故で農産物
が風評被害を受けたなど
として, 東電に約12億円
の損害賠償を請求すると
発表 [S]

・八日市場青果市場(千葉県
匝瑳市)と千葉県香取市の
幹部, 国が出荷停止を命
じていた香取市産ホウレ
ンソウが市場に出回って
いた問題で,森田知事に謝
罪 [A]

・三菱重工, 放射線から操
縦者を守る機能をつけた
フォークリフトの製造を
発表。福島第1原発の事故
処理にむけて [A]

・北陸電力, 2012年3月期の
業績予想の公開を断念 [A]

・九州電力, 2012年3月期の
業績予想の公開を断念 [A]

・歌舞伎俳優の坂東玉三郎,
チャリティーコンサート
開催を発表 [NS]

・日本動物園水族館協会,福
島県以南の4施設の代表者
と意見交換し,施設の復旧
に向けて支援していく考
えを伝える [S]

・東京都教育委員会,宮城県に都内の公立学校の教員約70人
を派遣すると発表。震災による教員不足を補う目的 [A]

・神奈川県横須賀市の核燃料製造会社「グローバル・ニュー
クリア・フュエル・ジャパン」,微量の放射能漏れが発生
したと発表。周辺環境への影響はなし [A]

・かながわ県民センターで,東日本大震災にともない開設さ
れた一時避難所で活動したボランティアがその体験を語り
合う交流会が開催 [KS]

・埼玉県狭山市の姉妹都市であるアメリカ・オハイオ州ワー
ジントン市で「日本救援慈善コンサート」開催。狭山市の
中高3つのグループがDVDで出演 [A]

・護憲を訴える市民団体「埼玉憲法会議」,原水爆禁止県協
議会などと共催で, 福島第1原発事故を考える学習会を開
催 [A]

・枝野官房長官,千葉県浦安市などで発生した液状化被害に
ついて,激甚災害法の適用範囲が拡大可能か対応する方向
にあると述べる [A]

‐千葉県浦安市の浦安鉄鋼団地では, 工場の敷地が陥没す
るなどの被害。団地の中小企業は,当面必要な設備を補修
して操業再開したが,復旧に向けた抜本的な対策はなく苦
慮 [CN]

・茨城県,神栖市東深芝の鹿島港湾事務所に可搬型のモニタ
リングポストを新たに設置し,放射線量の測定を開始。可
搬型ポストは4カ所目 [I]

・茨城県,出荷制限が解除されたホウレンソウ・カキナ・パ
セリについて,解除後2回目の放射性物質検査を行い,全て
で基準値を下回ったことを発表 [I]

・茨城県,魚介類9品目を分析した結果,食品衛生法の暫定基
準値を大きく下回ったと発表 [I]

・茨城県議会,県内の国指定・登録文化財計347件の3割強に
当たる107件に, 建物の一部が損壊するなどの被害が出た
ことを明らかに [S]

・茨城県の橋本知事,県内で災害派遣活動に従事していた自
衛隊から活動終了報告を受け,撤収要請書を交付。併せて
感謝状を贈る [I]

・東電茨城支店,取手市などに避難している福島県南相馬市
の被災者に対し,損害賠償の仮払いの説明会を開催 [I]

・旭硝子は,東日本大震災で被害を受けた鹿島工場(茨城県)
で,建築用板ガラスの生産・出荷を再開したと発表 [S]

・JA栃木中央会, 東京電力福島第1原発事故で農産物が風評
被害を受けたなどとして,東電に約12億円の損害賠償を請
求すると発表 [S]

・群馬県前橋市や前橋商工会議所,前橋花火大会(8月13日予
定)について警察や消防などと関係者会議を開き中止を決
定 [J]

・群馬県藤岡市鬼石商工会と市鬼石総合支所,宮城県多賀城
市で鬼石地域の名物すいとん「とっちゃなげ汁」の出張炊
き出し(1000人分)を実施 [J]

・枝野官房長官, 積算放射線量の年間予測
が20ミリシーベルト超となる伊達市の一
部地域について, 計画的避難区域への指
定は考えていないことを明言 [FP]

・郡山市,放射線量の高かった市内28カ所
の小・中学校, 公立保育所の学校園庭を
対象に,表土の除去作業を開始 [FP]

・二本松市東和支所に役場機能を移してい
る浪江町, 同市中心部の公共施設に再移
転する方針を4月27日までに固める [FP]

・相馬市,市内に建設中の仮設住宅206戸の
うち58戸で入居開始 [FP]

・福島県における土木・農林水産関係施
設の被害総額は, 5915億円。土木関連
が3162億円, 農林水産関係施設が2753億
円 [FP]

・福島市, 市内外を問わず被災した事業者
を支援するため, 工業団地用地の無償貸
し出しを開始。工業団地の無償貸与は県
内市町村で初めて [FP]

・福島県田村郡小野町のテーマパーク「リ
カちゃんキャッスル」, 4月29日から営業
を再開すると発表 [NS]

・宮城県内の2011年産米の
作付面積は, 約6万5800ヘク
タールで, 目標より約3200
ヘクタール不足する見通し
となったことが判明 [W:河北

新報]

・被災者が既に契約したり入
居を希望したりする民間賃
貸住宅を応急仮設住宅とし
て扱う仙台市の手続き,市役
所北庁舎の窓口で開始 [W:河

北新報]

・東北大学,全学的に地域再生
の研究成果を集約する「災
害復興新生研究機構」を設
立。シンクタンクとして,自
治体の復興計画などへの貢
献を目指す [W:河北新報]

・名取市で, 市職員の3月分の
超過勤務手当が1億6000万円
に膨れ上がったため,佐々木
市長が半額カットして支給
したところ市職員労働組合
が反発,県の是正指導を受け
て正規の通り支払われるこ
とになったことが判明 [W:河

北新報]

・宮城県公安委員会,避難所と
なっている南三陸町の町総
合体育館で, 被災者ら約300
人に運転免許を再交付 [W:河

北新報]

・大郷町,家屋を失った被災者
を支援するため,町所有の宅
地を無償で提供することを
決定。提供を希望する被災
者の募集を開始 [W:河北新報]

・宮城県産ノリの今季最後の
入札会, 塩釜市の県漁協乾
のり集出荷場で開催 [W:河北

新報]

・群馬県藤岡市鬼石商工会と
市鬼石総合支所,宮城県多賀
城市で鬼石地域の名物すい
とん「とっちゃなげ汁」の出
張炊き出し(1000人分)を実
施 [J]

・石巻工業港に27日,東日本大
震災後初めて一般の貨物船
が入港 [W:河北新報]

・「東日本大震災復興祈願 ひ
かりと祈りの集い」,仙台市
宮城野区の孝勝寺で開催。4
月27日は,東日本大震災で亡
くなった犠牲者の四十九日
にあたる [W:河北新報]

・天皇, 皇后両陛下, 自衛隊機
で宮城県を訪問。被災後初
めて東北へ [A]

・岩手県議会, 臨時会を開催。
復旧・復興に向け,過去最大
となる約2200億円の2011年
度一般会計補正予算案を可
決 [W:岩手日報]

・岩手県,甚大な被害を受けた
三陸鉄道について, 3年後の
全面復旧を目指しているこ
とを明らかに [W:岩手日報]

・岩手・宮城・福島・茨城の4
県のインフラや住宅などの
被害額が合計で16兆3730億
円と, 資産全体の7.9%に上
ることが判明。日本政策投
資銀行東北支店の調べによ
る [W:岩手日報]

・釜石市,仮設住宅2010戸の応
募状況を公表。28地区のう
ち3地区で「定員割れ」 [A]

・釜石市,東日本大震災で発生
したがれきを撤去する際,住
民の希望を示す3色の旗の配
布をスタート [W:岩手日報]

・釜石市,岩手県が被災市町村
に条例制定を促している危
険区域の建築制限について,
当面は建築行為の自粛要請
にとどめ, 条例化の判断は6
月をめどに結論を出す方針
を提示 [W:岩手日報]

・宮古市, 義援金などの申請
を受け付け開始。避難所の
一つ,赤前小学校の体育館で
も,被災者が職員とやりとり
しながら書類に記入 [A]

・北日本銀行と東北銀行(いず
れも本店・盛岡), 2011年3月
期の連結業績予想を大幅に
下方修正 [A]

・アメリカ:埼玉県狭山市の姉
妹都市・オハイオ州ワージン
トン市で「日本救援慈善コ
ンサート」開催。狭山市の
中高3つのグループがDVD
で出演 [A]

・中国:西安中国国際旅行社
(西安国旅)が主催するメー
デー連休を利用した観光ツ
アー, 4月29日に中国を出発。
九州などを訪れる予定。中
国大陸部からの日本ツアー
催行は,東日本大震災後初め
て [RJ]

・中国:中国対外承包工程商会
と中国中日研修生協力機構,
東京で東日本大震災義援金
の引き渡し式を行い, 浄財
134万285人民元を日本国際
研修協力機構に渡した [RJ]
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全般 国/政治経済 原発/東電 自衛隊 米軍/米国 基礎的インフラ 生活/生産の基盤 学界/専門家組織

Thu.
28

Apr.

4月
28日
(木)

18:28頃 福島県沖を震源と
する地震, M5.7,同県や宮
城県南部で震度4 [A]

・菅政権,震災の復興基本法
案の政府案を固める。首
相を本部長とする「復興
対策本部」の設置など原
案を踏襲しつつ,復興庁の
設置も検討 [A]

・菅内閣,第一次補正予算案
と,補正の財源確保のため
の財源確保法案を国会に
提出 [A]

・海江田経産相,東京電力と
東北電力管内での今夏の
最大使用電力の削減目標
を,大口・小口・家庭とも
に,それぞれ前年比15%減
とすると発表 [A]

・松本環境相,「クールビズ」
キャンペーンを5月から始
めると閣議後に発表 [A]

・民主党・復興ヴィジョン検
討チームが素案をとりま
とめ。復興目標期間を10
年, 当初3年を復旧・復興
集中期間と位置づける [A]

・民主党, 「社会保障と税
の抜本改革調査会」を再
開 [A]

・自民党,第一次補正予算案
と財源確保法案の成立に
むけ,民主党と合意文書を
作るための協議を開始 [A]

・日銀, 金融政策決定会合
で, 今年度の経済成長率
の見通しを大幅に引き下
げ [A]

・経済産業省によると, 3月
の鉱工業生産指数(2005年
=100, 季節調整済み)の速
報値が震災の影響で前月
比15.3%減の82.9に [A]

09:30頃 細川厚労相, 福島第1原発
で働く作業員の年間被曝線量の
上限を緩め,年間50ミリシーベル
トを超えても他の原発で働ける
ようにすると発表。「健康への影
響を考慮しながら規制の弾力的
な運用が行えないか検討した」
[A]

・福島第1原発事故対策統合本部,施
設内の放射線測定態勢を強化する
ためのシステム:TEAM NIPPON
を発表 [メルトダウン]

・原子力損害賠償紛争審査会,事故
後の政府指示によって発生した
被害も賠償対象に含めると定め
た第1次指針を策定 [メルトダウン]

・菅首相, 福島第1原発事故の原因
究明に取り組む検証委員会を5月
中旬を目処に立ち上げると,衆院
本会議で表明 [メルトダウン]

06:30 空自:中空派遣隊(松島)が捜索活動を開
始 [SDF]

06:30 空自:中空派遣隊(松島)が沐浴支援を開
始 [SDF]

06:58 空自:中空派遣隊(松島)が物流管理支援を開
始 [SDF]

07:00 陸自:第1戦車群が釜谷地区にて捜索活動を
開始 [SDF]

07:03 空自:中空派遣隊(松島)が給水支援を開
始 [SDF]

07:20 原子力:空自第1空挺団が福島第1原発30km
圏内における捜索活動を開始 [SDF]

07:35 空自:北空派遣隊(山田)が輸送支援を開
始 [SDF]

07:52 陸自:第1特科団が女川町にて捜索活動を開
始 [SDF]

08:00 原子力:陸自第12旅団各部隊等が福島第1原
発30km圏内における捜索活動を開始 [SDF]

08:03 空自:北空派遣隊(山田)が給食支援を開
始 [SDF]

08:05 空自:北空派遣隊(山田)が捜索活動を開
始 [SDF]

08:15 陸自:第1特科群が石巻市にて捜索活動を開
始 [SDF]

08:15陸自:東北方面混成団が宮城県各地区での捜
索活動を開始 [SDF]

08:20 空自:北空派遣隊(山田)が復旧作業を開
始 [SDF]

08:40 空自:航空救難団(新潟)UH-60J×1機が捜索
活動を開始(12時01分松島着陸) [SDF]

08:44 空自:航空救難団(新潟)U-125A×1機が捜索
活動を開始(12時02分松島着陸) [SDF]

08:56 海自:第4航空群固定翼機が被災地周辺での
捜索活動を開始 [SDF]

09:00 空自:中空派遣隊(松島)が瓦礫撤去を開
始 [SDF]

10:11海自:第21航空群ヘリが被災地周辺での捜索
活動を開始 [SDF]

10:51 空自:中空派遣隊(松島)が入浴支援を開
始 [SDF]

11:30 空自:中空派遣隊(松島)が給食支援を開
始 [SDF]

12:53海自:第21航空群ヘリが被災地周辺での捜索
活動を開始 [SDF]

13:00 空自:航空救難団(松島)U-125A×1機, UH-
60J×1機が捜索活動を開始(17時00分松島着
陸) [SDF]

13:14 空自:中空派遣隊(松島)が医療支援を開
始 [SDF]

15:21 空自:北空派遣隊(山田)が燃料支援を開
始 [SDF]

15:30海自:「きりしま」が野々島にて被災者27名
に診療を,被災者7名に健康相談を実施 [SDF]

20:15海自:横須賀警備隊が宮城県石巻市中央市営
駐車場にて被災者292名に入浴・シャワー支援を
実施 [SDF]

08:00茨城港,常陸那珂港区北埠頭地区G
岸壁の啓開作業が完了し供用開始 [W:

関東地方整備局]

08:00 茨城港, 常陸那珂港区南埠頭B岸
壁の啓開作業完了分と南埠頭C岸壁の
啓開作業完了分, 船舶を限定し供用開
始 [W:関東地方整備局]

09:00時点 NTT東日本が福島・宮城・岩
手・青森・山形・秋田・茨城・栃木・群
馬・千葉・埼玉・神奈川・新潟・東京・
長野・山梨の各都県で設置した特設公
衆電話は計1,935台 [W: NTT東日本]

09:00時点 NTT東日本が青森・岩手・宮
城・秋田・山形・福島・茨城・栃木・
群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・新
潟・山梨・長野の各都県で設置したイ
ンターネット接続コーナーは計272 [W:

NTT東日本]

09:20 海江田経産相, 東京電力と東北電
力管内での今夏の最大使用電力の削減
目標を,大口・小口・家庭ともに,それ
ぞれ前年比15%減と発表 [A]

13:00常磐道,いわき四倉IC-広野IC間の
通行止め解除。通行止め区域は周辺が
緊急時避難準備区域指定にあたる広野
IC-常磐富岡IC間のみ [W: NEXCO]

・太平洋フェリー,臨時ダイヤで苫小牧-
仙台航路の運航再開 [W:太平洋フェリー]

・ソフトバンクモバイル, 104の基地局
(内15局は復電工事待ち)を除き復旧完
了 [W:ソフトバンクモバイル]

・気象庁,震災の本震発生以後一般向け
に出した緊急地震速報について, 70回
中44回が不適切だったと発表 [A]

・全国銀行協会,震災で死亡あるいは行
方不明となった人の口座情報を家族
に提供する「被災者預金口座照会セン
ター」を開設する見込み [A]

・経産省, 3月の鉱工業生産指数の速報
値を発表。前月比15.3%減で1953年2
月以来最大の落ち込み [A]

・経産省,被災により3月末に決算を確定
できず定款通りに6月の定時株主総会
を開催できない企業は, 7月以降に総会
をひらいても問題ないとする指針を発
表 [A]

・経産省,各クレジット会社の問い合わ
せ窓口リストを公表。市町村に配布し
各避難所への連絡を依頼 [W:経産省]

・海江田経産相,東北電力と東京電力管
内の今夏の最大使用電力の削減目標を
企業・家庭とも前年比15%減とするこ
とを発表 [A]

・金融庁,被災者が貸金業者から返済能
力を超えない借入れを行う場合の手続
き等を弾力化。内閣府令で貸金業法施
行規則の一部を改正 [W:内閣府]

・厚労省, 社会福祉法人が寄付金(義援
金)を支出することの特例について事
務連絡。社会福祉法人が介護報酬を寄
付金として支出することが可能に [W:

内閣府]

・農水省, 農地・水・環境保全向上対策
のうち平成22年度の営農支援活動交付
金に係る取扱いについて通知。報告期
限の延長,報告内容の簡素化,交付金の
変換の免除など [W:内閣府]

・農水省,環境保全型農業直接支援対策
の申請期限等の延長について通知 [W:

内閣府]

・土木学会,土木学会・日本都市計画
学会・地盤工学会による「東日本大
震災第一次総合調査団中間とりま
とめ(案)」をWebページで公開 [W:土

木学会]

・土木学会,東日本大震災に関する東
北支部学術合同調査委員会第一次報
告会を公開で開催(於仙台,仙台国際
センター) [W:土木学会]

・日本建築学会,東日本大震災に関す
る東北支部学術合同調査委員会第1
次報告会(於仙台・仙台国際ホール),
開催 [建築雑誌; No.1622]

・日本建築士会連合会の藤本会長,福
島県庁を表敬訪問 [W: 日本建築士会連

合会]

・新建築家技術者集団,被災地復興支
援先遣隊報告会を開催 [W:新建築家技

術者集団]

・地盤工学会,東北地方太平洋沖地震
での「国および自治体様への技術支
援申込み」を設置。技術支援を必要
とする国・自治体にプロフェッショ
ナル・ボランティアとして活動する
意思を有する会員を紹介 [W: 地盤工

学会]

・都市再生機構,復興計画の策定等に
係る支援要員を岩手県釜石市, 陸前
高田市,大槌町に派遣 [W: UR]

・日本弁護士連合会,「原子力損害賠
償紛争審査会における一次指針の策
定に関する会長声明」を発表 [W: 日

本弁護士連合会]

・兵庫県弁護士会,「被災地・被災地
住民本位の復旧・復興を実践するた
めの『地域委員会』(仮称)の設置を
求める提言」および「災害救助制度
の改正及び運用改善に関する緊急提
言」を発表 [W:兵庫県弁護士会]

・福井弁護士会,「福島県内の学校等
の校舎・校庭等の利用判断における
暫定的考え方について」に関する会
長声明を発表 [W:福井弁護士会]

・日本社会福祉士会,宮城県石巻市稲
井地域包括支援センターへの支援
のため, 4月28日以降,毎日継続して
2名を派遣 [W:日本社会福祉士会]

・日本歯科医師会,宮城・福島各県の
歯科医師会の要望をうけ, 支援物資
の第4便を発送 [W:日本歯科医師会]

・日本薬剤師会,災害対策本部で5月以
降の支援の在り方について打ち合わ
せ。6月以降の支援を視野に入れつ
つ, 5月末までは現在の派遣スキー
ムどおり支援活動を実施する旨, 各
都道府県薬剤師会に通知 [W:日本薬剤

師会]

・科学技術振興機構研究開発戦略セ
ンター長(吉川弘之), 「福島原子力
発電所事故の対応における科学技術
者の役割」と題したメッセージを発
出 [W:科学技術振興機構]
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・ジャパン・プラットフォー
ム,「東日本大震災に対す
るJPFの対応方針」を発
表 [W: JPF]

・気候ネットワークと日
本環境法律家連盟, 新プ
ロジェクト「クライメッ
トJ」を発足 [W: 気候ネット

ワーク]

・ガールスカウト日本連盟,
東日本大震災被災者支援
プロジェクトの開始を発
表 [W:ガールスカウト日本連盟]

・玄海原発対策住民会議,
玄海原発プルサーマル裁
判の会, 県平和運動セン
ター,原水禁県協議会など
4団体が玄海町の岸本町長
の玄海原発運転再開容認
に抗議 [A]

・函館・「下北」から核を
考える会, 「函館:チェル
ノブイリ原発事故から25
年」と題した講演会を開
催。パーベル・ウドビチェ
ンコ氏来日公演 [W: 原子力

資料情報室]

・全労連,「大震災・緊急労
働相談110番」を実施 [W:

全労連]

・千葉県, 国により出荷停
止が命じられていた香取
市の農家5戸が4月1日～
22日にかけて, 約3000束
を出荷していたと発表 [A]

・原子力安全・保安院,福島
第1原発から半径20キロ
圏外の「計画的避難区域」
について, 1ヶ月程度の生
活や作業をしても健康へ
の問題はないとする資料
をまとめ発表 [A]

・原子力損害賠償紛争審査
会(会長=能見善久学習院
大学教授), 原発事故に伴
う損害賠償について第一
次指針をとりまとめ [A]

・城南信用金庫(東京都),脱
原発のための貯金や融資
を5月2日から始めると発
表 [A]

・枝野官房長官, 中部電力
が定期検査中の浜岡原発
3号機の7月運転再開を目
指していることについて,
「安全対策と自治体の意向
を踏まえて慎重に検討し
たい」 [メルトダウン]

・東北電力,東通原発1号機
の津波対策として, 高さ2
メートルの防潮堤を建設
すると発表。海面から13
メートルの敷地に3年以内
につくる [A]

・中部電力,定期検査中の浜
岡原発3号機を7月から再
稼働させる考えを表明 [A]

・中部電力, 2012年3月期の
業績見通しを正式発表。
浜岡原発3号機を7月に再
稼働することが前提 [A]

・男性3人組ユニットw-inds.
が日本武道館でデビュー
10周年記念ライブを開催。
節電車導入, 照明はLED
などで通常の1/5電力 [NS]

・松本龍環境相,「クールビ
ズ」キャンペーンを1カ月
前倒しして, 5月から始め
ると発表 [A]

・韓国元首相・水関連災害有
識者委員会創設議長・世
界水会議会長・水関連災
害有識者委員会共同モデ
レータ, 皇太子に接見 [皇

室; 51]

・日赤正副社長,皇太子夫妻
に説明 [皇室; 51]

・警視庁の特別展「ウェルカ
ムけいしちょう2011」が
警視庁の博物館で開催。
被災地で活躍する警視庁
の部隊を紹介。5月5日ま
で [A]

・城南信用金庫(東京都),脱原発のための貯金や融資を5月2
日から始めると発表 [A]

・神奈川県座間市,ゴールデンウイークの風物詩となってい
る「座間の大凧」を例年通り実施すると発表 [KS]

・相模湾沿いに立地する湯河原町立湯河原中学校(神奈川県),
直下地震を想定した避難訓練を実施 [KS]

・埼玉県草加市在住のマリンバ奏者,市役所ロビーで東日本
大震災復興支援チャリティーコンサートを開催。草加せん
べいの手焼き実演と無料配布も [A]

・東京ディズニーシー(千葉県浦安市), ゴールデンウイーク
を前に約1カ月半ぶりに営業を再開 [T]

・千葉県, 八街市と市原市の県畜産関連施設で, 家畜の牛の
餌となる牧草から許容値を超える放射性物質を検出したと
発表 [CN]

・千葉市のパン屋「パンファーレ小倉台店」,東日本大震災
の被災地に送るラスク約1万食を作る。5月5日, 避難所で
小中学生に配布予定 [A]

・JAグループ茨城など, 3月分の損害額約18億4千万円を東電
に請求 [I]

・筑波大,東日本大震災による施設・設備の被害総額が約70
億円に上ると発表 [I]

・茨城県高校体育連盟, 5・6月開催予定の関東大会5競技の
うちバスケットボール女子を中止。ほかは他都県に会場を
変更と報告 [I]

・日本原子力研究開発機構,東日本大震災による茨城県内施
設の被災状況を発表 [I]

・福島県の調査で, 田村市・大玉村のホウ
レン草から暫定基準値を超えるセシウム
を検出。いわき市沖のコウナゴからも検
出 [FP]

・福島県, 土壌の放射性物質を吸収すると
されるクリーニング作物について, コメ
の作付け制限区域内の農地での実証栽培
に向けて4月28日までに国と調整に入っ
た [FP]

・郡山市が行っている校庭・園庭の表土除
去作業で,処分場周辺住民の反発により,
処分場運搬が凍結。各校庭・園庭で一時
保管することに [FP]

・福島県, 計画的避難区域内の牛肉・豚肉
の放射性物質を検査したところ, すべて
暫定基準値を下回った。数日中に市場に
流通する見通し [FP]

・飯舘村, 4月28日までに福島市の旅館やホ
テル・アパート・公共施設に約1500人分
の避難先を確保。住民意向調査を進め,
乳幼児や妊婦, 子どものいる世帯を優先
転居 [FP]

・飯舘村,全村避難に備え,福島県に対して
仮設住宅500戸と借り上げ住宅100戸の確
保を要請。村が仮設住宅などの確保を要
請するのは初めて [FP]

・旧グランドプリンスホテル赤坂に, 第2
次募集に応じた福島県の避難者が入る。
4月28日までに約210世帯, 約500人を予
定 [FP]

・福島県,県内5市町村で新たに1357戸の応
急仮設住宅を着工開始 [FP]

・郡山市のビッグパレットふくしま内に災
対本部を置く富岡町, 一時帰宅プロジェ
クト班の設置(5月1日付)を決定 [FP]

・福島市と南相馬市, 震災の避難者を支援
する協定を締結 [FP]

・うつくしまNPOネットワークといわき青
年会議所等が運営してきたいわき市好間
興業団地の救援物資配送基地「いわき基
地」,活動を終了 [FP]

‐福島県沿岸部のがれき処理の進捗状況,
新地町が最も進んでいるものの, 未だ全
体の8%にとどまる [FP]

・国道459号,路面陥没などによる大型車通
行止めが解除 [FP]

・JR常磐線,特急列車(上野-いわき間)が運
行再開の見通し [FP]

・相馬港の一般船舶への共用が再開され,
震災後初めて民間商船が入港 [FP]

・国交省自動車交通局によると, 福島県沿
岸地区の路線バス183路線中135路線が運
行再開。48路線が運休中。相馬地区では
23路線中11路線, いわき地区では134路
線中124路線が運行再開。相双地区では
全線運休 [W:国交省]

・宮城県土木部,県内公共土木
施設(道路・橋梁・河川・ダ
ム・海岸・砂防・公園・港湾・
下水道・県営住宅等を含む)
の被害箇所数が,少なくとも
3141箇所に上ると発表 [W:宮

城県]

・宮城県, 完成した仮設住
宅1312戸を13市町に引き渡
し。塩釜市では25世帯60人
が入居 [W:河北新報]

・宮城・岩手・福島の3県で震
災以降, 計約7万人が離職票
や休業票の交付を受け, 失
業手当を受ける手続きを
始めたことが判明。宮城
県は3万6887人(3月14日～4
月22日)。各労働局が管内の
離職・休業状況を発表 [W:河

北新報]

・宮城県漁協,漁業者グループ
による協業化を推進し漁船
建造や養殖施設の再整備を
目指す復興基本方針を,支所
運営委員長・支所長合同会
議で提示 [W:河北新報]

・宮城県警暴力団対策課と仙
台北署, 被災者向けの生活
資金貸付制度で暴力団組員
の身分を隠して10万円を借
りたとして,詐欺の疑いで仙
台市太白区の指定暴力団系
組員・飲食店従業員(27)を逮
捕 [W:河北新報]

・仙台平野の沿岸部,地盤沈下
によって海抜0メートル以下
となった面積が地震前に比
べ5.3倍, 16平方キロメート
ルに拡大したことが東北地
方整備局と宮城県の調査で
判明 [W:河北新報]

・東北楽天, Kスタ宮城の復旧
工事が一部を除いて終了し,
試合開催には支障がないこ
とを発表 [W:河北新報]

・気仙沼市の市民有志,震災復
興向けの緊急雇用事業の受
け皿となる任意団体「気仙
沼復興協会」を設立 [W:河北

新報]

・南三陸町議会,町役場現地対
策庁舎会議室で臨時会を開
催。60億6030万円を増額す
る本年度一般会計補正予算
を原案通り可決 [W:河北新報]

・南三陸町で,栗原市の曹洞宗
の僧侶10人が犠牲者を追悼
し被災地を行脚 [W:河北新報]

・国交省自動車交通局による
と, 宮城県沿岸地区の路線
バス32路線中26路線で運行
再開。6路線が運休中 [W: 国

交省]

・東日本大震災発生から四十
九日の4月28日, 岩手県内各
地で慰霊の法要 [W:岩手日報]

・岩手労働局, 東日本大震災
の影響を含む最近の県内雇
用情勢を発表。3月12日～4
月24日までに沿岸の4職業安
定所(釜石・宮古・大船渡・
久慈)管内で月平均の10倍近
くの9474人が実質的に離職。
全県では約1万9000人に上
る [W:岩手日報]

・花巻市,沿岸から市内の温泉
施設などへ避難している被
災者のため,沿岸への無料連
絡バスの運行を開始 [W:岩手

日報]

・国交省自動車交通局による
と,岩手県沿岸地区の路線バ
ス77路線中57路線が運行再
開, 20路線が運休中。内北部
の宮古・久慈地区では31路
線中26路線が運行再開。南
部の釜石・大船渡・陸前高田
地区では46路線中31路線が
運行再開 [W:国交省]

‐北海道の神社では,中国語で
「日本加油(がんばれ!日本!)」
と書かれた絵馬が奉納 [RJ]

‐中国:山東省煙台空港出入国
検査場の担当者によると,日
本向けフライトはほぼ正常
運航に戻り,中国から日本に
もどる在日中国人・中国人留
学生の数が増加。同検査場
は,これらの旅客に対し簡便
なサービスの提供を開始 [RJ]

Thu.
28

Apr.

4月
28日
(木)
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Thu.
28

Apr.

4月
28日
(木)

・日本学術会議,第17回東日本大震災
対策委員会を開催 [W:日本学術会議]
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・JRバス東北, JR気仙沼線代替
バスの運行を終了 [W:国交省]

・宮城県, 沖合で捕獲した魚6
種の放射線量調査の結果を
発表。スケソウダラから放
射性セシウムが検出された
が,国の暫定基準値を大きく
下回る [W:河北新報]

Thu.
28

Apr.

4月
28日
(木)
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Fri.
29

Apr.

4月
29日
(金)

15:54頃 岩手県釜石沖を震
源とする地震, M4.8,釜石
市で震度4 [A]

・東日本大震災により激甚
な被害を受けた市街地に
おける建築制限の特例に
関する法律,公布・施行 [W:

内閣府]

・内閣府官房参与の小佐
古東大教授が辞表を提
出。政府対応を「場当た
り的」と批判。特に小中
学校の限界放射線量を20
ミリシーベルト基準に決
めたことに異論 [メルトダ

ウン]

・民主・自民・公明の3党,第
一次補正予算案の成立に
向けた合意文書を締結 [A]

・東日本大震災復興構想会
議検討部会,第3回会合 [W:

内閣官房]

・韓国釜山市で日中韓3カ国
の環境相会合が開催。地
震・津波など災害時の環
境破壊の広がりを防ぐた
め,情報の共有や人材育成
で協力していくことで合
意 [A]

・東電,福島第1原発4号機の使用済
み核燃料プールの水中映像を公
開。「使用済み核燃料に大きな損
傷は見られない」との見解 [メルト

ダウン]

・東電の清水社長,農漁業など事業
者向け損害賠償金の仮払いにつ
いて「検討して対処する」と衆院
予算委員会で言明 [メルトダウン]

・菅首相, 福島第1原発の事故につ
いて東電には賠償金を支払う責
任があることを,参院予算委員会
で明言 [A]

・政府, 福島第1原発20キロ圏内の
「警戒区域」への一時帰宅につい
て, 実施案を自治体側に提示。対
象9市町村を3グループに分け, 6
月上旬から段階的に実施 [A]

05:29陸自:第5施設隊が作業を開始 [SDF]

06:20 空自:中空派遣隊(松島)が沐浴支援を開
始 [SDF]

06:54 空自:中空派遣隊(松島)が給水支援を開
始 [SDF]

07:06 空自:中空派遣隊(松島)が捜索活動を開
始 [SDF]

07:19 空自:航空救難団(三沢)UH-60J×1機が捜索
救助活動を開始 [SDF]

07:22 空自:中空派遣隊(松島)が物流管理支援を開
始 [SDF]

07:26 空自:北空派遣隊(山田)が復旧作業を開
始 [SDF]

07:27 空自:北空派遣隊(山田)が輸送支援を開
始 [SDF]

07:36 空自:航空救難団(新潟)U-125A×1機が捜索
救助活動を開始 [SDF]

07:50陸自:第5特科隊が支援任務を開始 [SDF]

08:02 空自:北空派遣隊(山田)が給食支援を開
始 [SDF]

08:19 海自:第2航空群固定翼機が被災地周辺での
捜索救難飛行を実施 [SDF]

08:25海自:第21航空群ヘリが被災地周辺での捜索
救難飛行を実施 [SDF]

09:00 空自:中空派遣隊(松島)が拾得物移送支援を
開始 [SDF]

09:07 空自:中空派遣隊(松島)が民生支援を開
始 [SDF]

09:15 空自:中空派遣隊(松島)が医療支援を開
始 [SDF]

10:55海自:「すおう」が気仙沼大島浦の浜地区の
被災者に,生活支援物資を輸送 [SDF]

11:20海自:「しもきた」が気仙沼大島の被災者に
生活支援物資を輸送 [SDF]

11:24海自:第21航空群ヘリが被災地周辺での捜索
救難飛行を実施 [SDF]

12:29海自:「しもきた」が気仙沼にて被災者28名
に入浴支援を,被災者9名に健康相談を実施 [SDF]

13:16 空自:航空救難団(松島)U-125A×1機, UH-
60J×1機が捜索救助活動を開始 [SDF]

15:47海自:「しもきた」が大島にて被災者49名に
入浴支援 [SDF]

・米ルース駐日大
使が宮城県を訪
れ村井知事と会
談。復興支援を
約束 [A]

05:35仙台市営地下鉄南北線が全線で運
行再開 [震災と鉄道全記録]

06:18 JR飯山線が全線で運行再開 [震災と

鉄道全記録]

06:28 東北・秋田新幹線, 全線で運転を
再開。49日ぶり [震災と鉄道全記録]

08:00 茨城港, 日立港区第4埠頭地区E岸
壁で啓開作業が完了,供用開始 [W:関東

地方整備局]

09:00時点 NTT東日本が福島・宮城・岩
手・青森・山形・秋田・茨城・栃木・群
馬・千葉・埼玉・神奈川・新潟・東京・
長野・山梨の各都県で設置した特設公
衆電話は計1,887台 [W: NTT東日本]

・東日本大震災により激甚な被害を受け
た市街地における建築制限の特例に関
する法律,公布・施行 [W:内閣府]

・藤誠一文化庁長官,文化財保護法で新
築が制限されている区域においても,
景観を壊さないなど一定の条件を満た
した場合, 住宅の新築を認める方針を
明らかに [A]

・日本土木学会,地域基盤再構築に関
する日本都市計画学会・土木学会連
携委員会(第2次調査団,団長:岸井日
本都市計画学会会長)を派遣。5月7
日まで [W:土木学会]

・日本建築学会東海支部,宮城県仙台
市で公営住宅被害調査を開始。5月
3日まで [建築雑誌; No.1622]

・日本都市計画学会,運営委員会メン
バーを中心とした現地視察を実施。
5月2日まで [都市計画; 292]

・日本造園学会,復興支援緊急調査の
一環として,陸前高田チーム(東京農
大を中心とするチーム)が岩手県陸
前高田市を調査。5月1日まで [W: 日

本造園学会]

・日本造園学会,復興支援緊急調査の
一環として,気仙沼チーム(千葉大と
RLAを中心とするチーム)が宮城県
気仙沼市を調査。5月1日まで [W: 日

本造園学会]

・日本マンション学会の東日本大震
災特別研究委員会, 4月29日～5月1
日にかけて同学会東北支部と東北マ
ンション管理組合連合会及び宮城県
マンション管理士会の協力を得て被
災マンションの現状調査を実施 [W:

日本マンション学会]

・日本司法支援センター・仙台弁護
士会・日本弁護士連合会が主催と
なり, 宮城県下震災避難所無料法律
相談(面談・無料)を開始。5月1日ま
で [W:日本弁護士連合会]

・サイエンスメディアセンター,「東
日本大震災の何が想定外だったの
か。これから何が起きるのか」と題
したセミナーを開催 [W: サイエンスメ

ディアセンター]

・東日本大震災復興構想会議検討部
会,第3回会合 [W:内閣官房]
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市民社会 原発事故の影響 文化/風俗/メディア 東京圏/計画停電 福島県 宮城県 岩手県 海外動向

・宮城県石巻市の社会福祉
士協議会, 市災害ボラン
ティアセンターでは,大型
連休を前に1200人のボラ
ンティアが列 [A]

・チェルノブイリ25年福岡
県実行委員会,講演会「福
岡:放射能汚染知に住んで
25年―チェルノブイリの
今, そしてこれからの日
本」を開催。パーベル・
ウドビチェンコ氏来日公
演 [W:原子力資料情報室]

・連合本部, 3月29日に予定
されていた中央メーデー
のデモ行進を自粛するこ
とを決定 [A]

・連合主催のメーデー集会
が全国で開催。中央大会
は「東日本大震災救援大
集会」と題された [A]

・内閣府官房参与の小佐
古東大教授が辞表を提
出。政府対応を「場当た
り的」と批判。特に小中
学校の限界放射線量を20
ミリシーベルト基準に決
めたことに異論 [メルトダ

ウン]

・成田空港で東北4県の物
産展。10日間の日程で開
始。売上金の一部が被災
地支援にまわるとあって,
外国人旅行客らも買い求
める [A]

・吉本興業, 4月29日から5
月8日までチャリティーイ
ベント「Smile bazar」を開
催 [NS]

・EXILE, 復興支援曲制作
を発表 [NS]

・日本道路交通情報セン
ター,首都圏と被災地を結
ぶ東北道下りで渋滞発生
と報告。館林インター付
近で43キロ [A]

・「東日本大震災チャリティーイベント将棋in神奈川」,横浜
市中区の神奈川新聞社で開催 [KS]

・「川崎・しんゆり芸術祭2011」,小田急線新百合ケ丘駅周辺
会場で開幕。全会場で義援金を募るほか,避難生活を送っ
ている被災者も招待 [KS]

・埼玉県内の公営住宅で被災者受け入れが進むなか,上尾市
の県営シラコバト団地で,住民らが被災者の歓迎・激励会
を開催 [A]

・東日本大震災で中止を余儀なくされていた千葉県銚子海
洋研究所のイルカ・クジラウオッチングが再開 [A]

・文科省,茨城県沖で4月25日に採取した水から,法令の濃度
限度を下回る微量の放射性ヨウ素やセシウムを検出したと
発表 [I]

・茨城県, 北茨城市沖で4月28日採取したコウナゴから暫定
基準値を超える放射性セシウムを検出したと発表。出荷自
粛要請を継続 [I]

・茨城県,国による出荷制限が解除された県産原乳について,
放射性物質は検出されなかったとの検査結果を発表 [I]

・東京電力茨城支店, 高濃度汚染水の流出をうけ, 広範囲で
放射性物質の評価を行うため茨城県沿岸で海水サンプリン
グを始めたと発表 [I]

・茨城県警音楽隊,音楽の力で被災者を勇気づけようと県内
避難所で演奏する「復興応援コンサート」を開始 [I]

・閉園していた茨城県水戸市の偕楽園,被害が大きい部分を
除いて入園可能に [I]

・宇都宮大(栃木県)は, 4月29日から5月1日までの3日間,東日
本大震災で被災した宮城県石巻市に学生計150人をボラン
ティアとして派遣 [A]

・栃木県益子の春の陶器市, 4月29日から,販売店が密集する
城内坂と道祖土地区を中心に開催 [A]

・群馬県内の小中学校・高校で英語を教えたり国際協力活動
をする外国人青年ら29人,宮城県石巻市でボランティア活
動。第1陣13人が4月29日,第2陣16人が5月2日に出発 [J]

・BCリーグの群馬ダイヤモンドペガサスとNPOぐんま(高崎
市)による「ペガサス絆プロジェクトwith福島」,群馬県片
品村に避難中の被災者と現地ボランティア計36人が高崎・
城南球場に招待され,プロのプレーを堪能 [J]

・飯舘村, 5月末までの全村避難について村
内20箇所で説明会を実施 [A]

・双葉町の井戸川町長, 白河市に仮設住宅
を確保し, 猪苗代町のホテルに避難中の
町民を移転させる方針を表明 [FP]

・連合福島系の第82回中央メーデー,福島
市で開催。震災を受けてデモ行進は行わ
ない異例のメーデー [FP]

・いわき商工会議所, 4月29日と5月2日に,
市と市議会に対し「いわき市緊急経済対
策連絡会議」の設立を要請 [FP]

・政府,福島第1原発20キロ圏内の「警戒区
域」への一時帰宅について, 実施案を自
治体側に提示。対象9市町村を3グループ
に分け, 6月上旬から段階的に実施 [A]

・宮城県が提唱した「震災復
興キックオフデー」の4月29
日,日本製紙クリネックスス
タジアム宮城などで関連イ
ベントが開催された [W:河北

新報]

・仙台市地下鉄南北線(14.8キ
ロ), 運休していた台原―泉
中央駅間4.3キロの運転を再
開し,全線開通 [W:河北新報]

・石巻市,市街地再整備の指針
となる「新都市構想」を提
示。海岸部や旧北上川河口
付近に「公園」「工業」「水
産加工」の3ゾーンを設定,
宅地は移転した上で堤防と
盛り土した道路の二重の防
御で被災を防ぐ考え [W:河北

新報]

・気仙沼市本吉町の道の駅大
谷海岸, 農林水産物直売セ
ンターの営業を再開 [W:河北

新報]

・JR気仙沼線の前谷地―柳津
間(17.5キロ), 49日ぶりに運
転を再開 [W:河北新報]

・南三陸町の町立伊里前小学
校では,同小学校と名足小学
校の卒業式が時間差で実施
された [A]

・亘理町の民生児童委員15人,
全国から支援物資を集めて
東日本大震災の被災者に配
る団体を発足させ, 4月29日
に物資を陳列する拠点を開
設 [W:河北新報]

・石巻市災害ボランティアセ
ンターでは,受付窓口にボラ
ンティア志願者の長い列。
南三陸町のセンターでも午
前10時半時点でこの日必要
な約350人の枠が埋まった。
気仙沼市も通常の約1.5倍の
約300人が駆け付けた [W: 河

北新報]

・プロ野球楽天とサッカーJ1
ベガルタが地元・仙台で開
幕戦。そろって勝利 [A]

・岩手県アンテナショップ「い
わて銀河プラザ」(東京・銀
座), 4月の売上高が1億円を
超える見込みで,単月では過
去最高を大幅に更新との報
道 [W:岩手日報]

・宮古市内の産直で組織する
市地産地消推進事業実行委
主催の産直イベント, 同市
栄町の宮古駅西広場で始ま
る [W:岩手日報]

・東北新幹線,一ノ関―仙台で
運転を再開し,新青森―東京
の全線が開通 [W:岩手日報]

Fri.
29

Apr.

4月
29日
(金)

Disaster, Infrastructure and Society : Learning from the 2011 Earthquake in Japan No.1 2011

243 (231)



全般 国/政治経済 原発/東電 自衛隊 米軍/米国 基礎的インフラ 生活/生産の基盤 学界/専門家組織

Sat.
30

Apr.

4月
30日
(土)

14:06頃 茨城県沖を震源と
する地震, M5.3,福島県い
わき市・川俣町・楢葉町・
川内村および茨城県日立
市・高萩市で震度4 [A]

・菅首相,小佐古内閣官房参
与の辞任について「見解
の相違からで大変に残念」
「政府は参与も含めた原子
力安全委の助言で対応し,
決して場当たり的ではな
い」と参院予算委員会で
コメント [メルトダウン]

・東日本大震災復興構想会
議,第3回会合 [W:内閣官房]

・東京商工リサーチの集計
によると, 2011年3月期連
結決算の上場企業の約1割
に当たる210社が, 4月末
までに純損益の見通しを
下方修正 [A]

11:00過ぎ 東電, 福島第1原発で働
く作業員のうち男性2人の被曝線
量が200ミリシーベルトを超えた
と発表。最高値で240.8ミリシー
ベルト [A]

・東電, 福島第1原発に仮設の防潮
堤を6月中旬までに造ると発表。
また,放射能汚染水のたまってい
る坑道の出口にあたるたて坑も
コンクリートで塞ぐ [A]

・細野首相補佐官,被曝線量規制限
度の再度の引き上げはしない方
針を明らかに [メルトダウン]

05:29陸自:第5施設隊が明神町・川口町・大内町に
て道路啓開 [SDF]

06:30陸自:第5後方支援隊が支援任務を開始 [SDF]

06:57 空自:中空派遣隊(松島)が給水支援を開
始 [SDF]

07:00 空自:中空派遣隊(松島)が捜索救助活動を開
始 [SDF]

07:01 空自:航空救難団(秋田)UH-60J×1機が捜索
救助活動を開始 [SDF]

07:03 空自:中空派遣隊(松島)が物流管理支援を開
始 [SDF]

07:20原子力:陸自第11施設群が福島第1原発30km
圏内における捜索活動を開始 [SDF]

07:26 陸自:第5飛行隊が物資空輸及び人員輸送を
開始 [SDF]

07:30原子力:陸自第13連隊が福島第1原発30km圏
内における捜索活動を開始 [SDF]

07:30 陸自:第4普通科連隊が牡鹿町にて捜索活動
を開始 [SDF]

07:30 陸自:第5戦車大隊が福貴浦にて捜索活動を
開始 [SDF]

07:37 空自:北空派遣隊(山田)が物流配送を開
始 [SDF]

07:50陸自:第5特科隊が支援任務を開始 [SDF]

08:00 空自:北空派遣隊(山田)が復旧作業を開
始 [SDF]

08:00 原子力:空自第1空挺団が福島第1原発30km
圏内における捜索活動を開始 [SDF]

08:00 原子力:陸自第9施設群が福島第1原発30km
圏内における捜索活動を開始 [SDF]

08:02陸自:第5偵察隊が作業を開始 [SDF]

08:30 空自:北空派遣隊(山田)が給食支援を開
始 [SDF]

08:39海自:第21航空群ヘリが被災地周辺での捜索
救難飛行を実施 [SDF]

08:45海自:「しもきた」が気仙沼大島の被災者に
生活支援物資を輸送 [SDF]

08:55 海自:第4航空群固定翼機が被災地周辺での
捜索救難飛行を実施 [SDF]

09:00陸自:第1戦車群第3支援隊が釜谷地区にて捜
索活動を開始 [SDF]

09:05 空自:航空救難団(新潟)U-125A×1機が捜索
救助活動を開始 [SDF]

09:06 空自:中空派遣隊(松島)が民生支援を開
始 [SDF]

09:12 空自:中空派遣隊(松島)が医療支援を開
始 [SDF]

11:16海自:第21航空群ヘリが被災地周辺での捜索
救難飛行を実施 [SDF]

11:29 空自:中空派遣隊(松島)が給食支援を開
始 [SDF]

12:58 空自:航空救難団(新潟)U-125A×1機が捜索
救助活動を開始 [SDF]

13:01 空自:航空救難団(松島)UH-60J×1機が捜索
救助活動を開始 [SDF]

14:45海自:「きりしま」が桂島にて被災者24名に
健康相談及び診療を実施 [SDF]

15:47海自:「しもきた」が大島にて被災者59名に
入浴支援を,被災者12名に健康相談を実施 [SDF]

17:36海自:「のと」が函館から大湊へ陸自トラッ
ク2台,灯油ドラム缶74本及び油脂類を輸送 [SDF]

20:30海自:横須賀警備隊が宮城県石巻市中央市営
駐車場にて被災者333名に入浴・シャワー支援を
実施 [SDF]

・トモダチ作戦
修了。ピーク時
には兵力18000
人, 空母などの
艦船20隻, 航空
機150機が投入
された [SDF]

09:00時点 NTT東日本が福島・宮城・岩
手・青森・山形・秋田・茨城・栃木・群
馬・千葉・埼玉・神奈川・新潟・東京・
長野・山梨の各都県で設置した特設公
衆電話は計1,882台 [W: NTT東日本]

・第1回東北港湾における津波・震災対
策技術検討委員会 [W:東北地方整備局]

・NTTドコモ,震災前のサービスエリア
にほぼ復旧 [W: NTT東日本]

・NTT東日本によると,復旧活動により
5つの通信ビルを除き機能が回復。り
障回線数も加入電話で約10,300回線,
ISDN約1,300回線,フレッツ光約4,300
回線まで減少 [W: NTT東日本]

・KDDI, 震災前とほぼ同等のサービス
エリアに復旧完了 [W: KDDI]

・日本造園学会, 復興支援緊急調査
の一環として, 宮城海岸都市チーム
(関西支部を中心とするチーム)が宮
城県松島町, 東松島市, 女川町,南三
陸町を調査。4月30日～5月2日, 5月
6日～5月8日にかけ実施 [W: 日本造園

学会]

・廃棄物資源循環学会,「災害廃棄物
分別・処理戦略マニュアル Ver2」を
リリース [W:廃棄物資源循環学会]

・東日本大震災復興構想会議, 第3回
会合 [W:内閣官房]
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・市民活動情報センター,
「東日本大震災の震災現場
からの報告会」を開催 [W:

市民活動情報センター]

・陸前高田市支援連絡協議
会(関東東に住む同市出身
者らが結成), 復興支援の
クッキーを市役所仮庁舎
などで発売。売り上げは
費用を除いた全額を同市
へ寄付 [A]

・多文化共生マネージャー
全国協議会,「東北地方太
平洋地震多言語支援セン
ター」を閉所 [W:多文化共生

マネージャー全国協議会]

・アイチョイス職員6名,宮
城県七ヶ浜町で支援物資
の搬送や被害状況の確認
などにあたる [W: アイチョ

イス]

‐消費科学連合会, 4月末ま
でに,「風評被害を被って
いる福島県, 茨城県, 群馬
県, 栃木県などの農産物,
その加工品等の取り扱い
について」と題した要望
書を日本チェーンストア
協会, 日本スーパーマー
ケット協会, (社)全国青果
卸売市場協会,日本百貨店
協会, (社)新日本スーパー
マーケット協会,オール日
本スーパーマーケット協
会,全国青果物商業協同組
合連合会へ提出 [W: 消費科

学連合会]

・福島第1原発事故による避
難者らが,伊方原発など全
国の原発廃止を求め,松山
でパレード [愛媛新聞]

・「4.30脱原発デモ@渋谷・
原宿を実行するTwitter有
志一同」によるデモ。渋
谷にて [B:主催団体]

・福島県,県内7箇所で採取
した牧草から暫定許容値
を最大30倍超える放射性
セシウムを検出。牧草か
らの検出は事故後初 [メル

トダウン]

・避難者がいる月岡温泉(新
潟県新発田市)にて,春・夏
物の衣料を無料で避難者
に提供するチャリティー・
バザールが開催 [A]

・4人組ヒップポップグルー
プGreeeeN,被災地で歯科
医師として遺体の検視作
業に携わる [NS]

・4月の中古乗用車登録台数
は, 宮城が約1万3千台(前
年同月比8割増),岩手が約
5千台(同2割増)。日本中
古自動車販売協会連合会
による [A]

・韓国出身の男性5人グループKINOのチャリティーイベン
ト, 横浜市西区北幸のホテルキャメロットジャパンで開
催 [KS]

・埼玉県洋蘭生産者組合の主催で,洋ランのチャリティー即
売会が,さいたま市のそごう大宮店で開催。売上金は被災
地へ全額寄付 [A]

・プロフットサルチーム「バルドラール浦安」,千葉県船橋
市浜町のららぽーと東京ベイでチャリティーフットサル大
会を開催 [A]

・茨城県北茨城市が津波で住む家を失った市民向けに建設
を進めていた仮設住宅が完成。避難所生活が50日を超した
被災者が入居開始 [I]

・茨城県漁業関係東北関東大震災対策本部,県の自粛要請を
受けて操業を見合わせているコウナゴ漁の今期終了を決
定 [I]

・台湾から日華協会を通じ,茨城県に1・5リットル入り飲料
水19万本が寄贈 [M]

・栃木県, 医師1人と看護職員2人の計3人の県職員を宮城県
亘理町に派遣 [S]

・群馬県前橋市職員ら約250人, 福島県いわき市の小名浜港
でボランティア作業を実施。前橋青年会議所会員や前橋工
科大生も参加 [J]

・3月12日から延期になっていたザスパ草津のホーム開幕戦,
前橋・正田醤油スタジアム群馬で開催 [J]

・福島県内の児童福祉施設など全325カ所
を対象とした環境放射線モニタリング調
査の結果, 4カ所で国の暫定基準値である
毎時3.8マイクロシーベルトを超えた [FP]

・福島県,県内7箇所で採取した牧草から暫
定許容値を最大30倍超える放射性セシウ
ムを検出。牧草からの検出は事故後初 [メ

ルトダウン]

・栃木県鹿沼市に避難していた飯舘村など
の70人, 4月末を目処とした全村避難を前
に,村のバスで避難所から自宅に戻る [FP]

・町全域が緊急時避難準備区域に指定され
た広野町, 今月中に役場本庁舎に職員を
駐在させる方針 [FP]

・警戒区域と緊急時避難準備区域が設定さ
れている田村市都路町で, 住民説明会が
開催。4時間にわたって住民から意見や
要望が相次ぐ [FP]

・相馬市の角田グラウンドに建設された
応急仮設住宅への入居が開始。市内で
初 [FP]

‐いわき市の小名浜港, 5月上旬にも応急
復旧工事に入る [FP]

‐通水不能になっている石川町千五沢ダム
では, 農業用水利供給施設の復旧作業が
大型連休中に完了する見通し [FP]

・原子力損害賠償紛争審査会が示した賠
償一次指針で風評被害への判断が先送り
されたことに対し, 福島県は独自に被害
額を算定する方針を4月30日までに固め
た [FP]

・石巻市牡鹿地区で,学生や社
会人のボランティアら約250
人が,大量に打ち上げらた漁
具の回収作業などを実施 [W:

河北新報]

・南三陸町の佐藤町長が3月
13日から続けてきた毎日の
記者会見, 4月30日で終了へ。
5月からは隔日の週3回 [W:河

北新報]

・南三陸町では, 豪雨被害に
遭った兵庫県佐用町など全
国18地域でつくる「ぼうさ
い朝市ネットワーク」が「福
興市」と銘打ったテント市
を開催 [A]

・神戸・横浜・青森市などの水
産加工会社や貿易会社9社で
つくる「東北水産業復興支
援会」, 援金約370万円を気
仙沼市の菅原市長に寄贈 [W:

河北新報]

・日本商工会議所副会頭の鎌
田宏仙台商工会議所会頭(七
十七銀行会長),第3回東日本
大震災復興構想会議で,大規
模な国費投入による企業支
援などを訴えた [W:河北新報]

・岩手県の復興ビジョン策定
へ向け総合的な検討を行う
県総合企画専門委員会(委員
6人), 盛岡市内で初会合を
開催。県復興委が6月上旬ま
でにまとめる復興ビジョン
に議論を反映させる [W:岩手

日報]

・陸前高田市消防団,同市高田
町の市災害対策本部で捜索
終了式を行い, 51日間に及ん
だ組織挙げての活動に区切
り [W:岩手日報]

・陸前高田市支援連絡協議会
(関東東に住む同市出身者
らが結成), 復興支援のクッ
キーを市役所仮庁舎などで
発売。売り上げは費用を除
いた全額を同市へ寄付 [A]

・大船渡市の住民基本台帳
人口, 4月末で3万9752人。
2001年の旧三陸町との合併
以降初めて4万人を割り込
む [W:岩手日報]

・北里大学三陸キャンパスの
海洋生命科学部, が4月末ま
でにキャンパスを神奈川県
相模原市に移転 [A]

・台湾:台北など台湾の4都市
で, 福島第1原発事故をうけ,
原発廃止を訴える大規模な
デモや集会。合計1万3000
人以上が参加。台北には環
境保護団体など100人以上の
市民団体から1万人以上が集
まり,福島県からは「ハイロ
アクション福島原発40年実
行委員会」のメンバー2人が
参加 [共同通信(台北局)]

・台湾:反原発デモに参加した
福島県の大賀あや子さんと
宇野朗子さん, デモ行進中,
警察に「観光ビザと異なる
活動をしたら,今度台湾に来
る際,ビザの発行に問題とな
る」と警告されたことが明
らかにした。同日,移民署は
2人が入出國及移民法に違反
したため,次回台湾を訪れる
際,ビザなし渡航を取り消す
と2人に通知 [LT]

Sat.
30

Apr.

4月
30日
(土)
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全般 国/政治経済 原発/東電 自衛隊 米軍/米国 基礎的インフラ 生活/生産の基盤 学界/専門家組織

Sun.
1

May

5月
1日
(日)

・菅首相,参院予算委員会で
首都機能を代替できる地
域の検討が必要と表明 [A]

・共産党の志位委員長,全労
連の中央メーデーで脱原
発姿勢を強く打ち出す [A]

・東電, 福島第1原発6号機タービ
ン建屋にたまった水を仮設タン
クに移す作業を開始。建屋内の
ポンプなどの機器が水没して作
動しなくなるのを防ぐための措
置 [A]

・東電, 震災後の福島第1原発内で
働いていた女性職員19名のうち
放射線業務従事者として働いて
いた15名について被曝線量の調
査結果を公表。2名が基準上限こ
える [A]

・東電, 福島第1原発で非放射線業
務従事者として働く女性事務職
員4名が震災後も発電所内で業務
に従事し被曝していたと発表 [A]

04:30 陸自:第13特科隊が新地町で給食支援を開
始 [SDF]

06:00陸自:第14後方支援隊が女川町で人員輸を送
開始 [SDF]

06:00 陸自:第5後方支援隊が新山浜で巡回診療支
援を開始 [SDF]

06:10 空自:中空派遣隊(松島)が沐浴支援を開
始 [SDF]

06:11 陸自:第13特科隊が新地町で輸送支援を開
始 [SDF]

06:52 空自:中空派遣隊(松島)が給水支援を開
始 [SDF]

06:57 空自:中空派遣隊(松島)が物流管理支援を開
始 [SDF]

06:58 空自:中空派遣隊(松島)が捜索救助活動を開
始 [SDF]

07:00陸自:第14後方支援隊が女川町で衛生支援活
動を開始 [SDF]

07:00 陸自:第5普通科連隊, 第21普通科連隊, 第39
普通科連隊,第9特科連隊,第9高射特科大隊,第9
戦車大隊, 第5高射特科大隊が生活支援活動を開
始 [SDF]

07:08 陸自:第5普通科連隊, 第21普通科連隊, 第39
普通科連隊,第9特科連隊,第9高射特科大隊,第9
戦車大隊,第9施設大隊,第5高射特科群,第4施設
団が行方不明者の捜索活動を開始 [SDF]

07:11 陸自:第9後方支援隊が陸前高田市で洗濯支
援を開始 [SDF]

07:30 陸自:第4普通科連隊が鮎川浜で行方不明者
の捜索活動を開始 [SDF]

07:30 陸自:第8普通科連隊が相馬市で行方不明者
の捜索活動を開始 [SDF]

07:35 陸自:第5特科隊が鹿妻地区で給食支援を開
始 [SDF]

07:38 空自:航空救難団(新潟)U-125A×1機が捜索
救助活動を開始 [SDF]

08:00 陸自:第104施設器材隊が荒浜地区で行方不
明者の捜索支援作業を開始 [SDF]

08:00陸自:第10施設群が石巻市で瓦礫の除去作業
を開始 [SDF]

08:00陸自:第14特科隊が北上地区で物資輸送を開
始 [SDF]

08:00 陸自:第312ダンプ車両中隊が石巻市で瓦礫
の除去作業を開始 [SDF]

08:00 陸自:第5戦車隊が福貴浦で行方不明者の捜
索活動を開始 [SDF]

08:01 空自:航空救難団(松島)UH-60J×1機が捜索
救助活動を開始 [SDF]

08:04 空自:北空派遣隊(山田)が復旧作業を開
始 [SDF]

08:05陸自:第15普通科連隊が女川浜で捜索活動を
開始 [SDF]

08:10 陸自:第13施設隊が南三陸町, 東松島市で捜
索支援,瓦礫除去作業を開始 [SDF]

08:10陸自:第6特科連隊第2大隊が松島地区で給食
支援を開始 [SDF]

08:15 陸自:第12施設群が気仙沼市で捜索支援, 瓦
礫除去作業を開始 [SDF]

08:15 陸自:第6普通科連隊が牡鹿地区で物資輸送
作業を開始 [SDF]

08:29 海自:第2航空群固定翼機が被災地周辺での
地震被害状況偵察飛行を実施 [SDF]

08:30海自:第21航空群ヘリが被災地周辺での捜索
救難飛行を実施 [SDF]

・NTT東日本が青森・岩手・宮城・秋田・
山形・福島・茨城・栃木・群馬・埼玉・
千葉・東京・神奈川・新潟・山梨・長
野の各都県で設置したインターネット
接続コーナーは計273 [W: NTT東日本]

・国交省,土砂災害危険箇所の点検対象
30,435箇所のうち23,546箇所の点検を
完了。うち異常有りは941箇所 [W: 国

交省]

・日本造園学会東日本大震災復興支援
調査委員会幹事会, 宮城県仙台市若
松区・宮城野区, 女川町, 石巻市, 東
松島市を調査 [W:日本造園学会]

・日本社会福祉士会,岩手県山田町地
域包括支援センターへの支援のた
め, 5月1日より,毎日2名を継続して
派遣 [W:日本社会福祉士会]
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・医療ネットワーク支援セ
ンター,東日本大震災復興
支援プロジェクトを立ち
上げを発表 [W: 医療ネット

ワーク支援センター]

・NPO法人たすけあいの会
ふれあいネットまつど,
宮城県東松島市小野市民
センターにてオープンカ
フェ「パラソル喫茶」を開
催 [W: NPO法人たすけあいの会

ふれあいネットまつど]

・福島県内の保護者ら約250
人,「子どもたちを放射能
から守る福島ネットワー
ク」を結成。文科省によ
る学校校庭の放射線基準
値の見直しを求めて [A]

・チェルノブイリ25年福岡
県実行委員会が講演会「北
九州:放射能汚染知に住ん
で25年―チェルノブイリ
の今, そしてこれからの
日本」を開催。パーベル・
ウドビチェンコ氏来日公
演 [W:原子力資料情報室]

・群馬県高崎市で反原発
のデモ。500人が練り歩
く [A]

・いわき自由労組,小名浜に
てメーデーを開催。350
人が参加(主催者発表) [W:

ふくしま連帯ユニオン]

・全労連,代々木公園で中央
メーデーを開催。被災地
の支援を呼びかける集会
とデモ [A]

・福島県,郡山市の下水処理
施設の下水汚泥と,汚泥を
燃やしてできる「溶融ス
ラグ」から,高濃度の放射
性セシウムが検出された
と発表 [A]

・厚労省, 福島県産のタケ
ノコと山菜(クサソテツ)
から,基準を越える放射性
セシウムが検出されたと
発表 [A]

・政府,福島県南相馬市と川
俣町の一部で産出された
原乳の出荷停止を解除 [A]

・菅首相,広範な風評被害を
踏まえ,農漁業者らを早期
に補償対象とすべきとの
考えを表明 [FP]

・菅首相,参院予算委員会に
て,小中学校などの屋外活
動を制限する放射線量基
準値の基礎となる年間20
ミリシーベルトを維持す
る意向を示唆 [FP]

・原子力安全・保安院, 日
本原燃と日本原子力研究
開発機構に対し,津波で電
源喪失した場合などの緊
急安全対策をとるよう指
示 [A]

・三重県の鈴木英敬知事,中
部電力が浜岡原発3号機の
再稼働を表明したことに
ついて,近く同社幹部と会
談し懸念を伝える考えを
表明 [A]

・福島第1原発事故の被害
補償について東電と国の
どちらがより責任を持つ
べきかの世論調査で, 東
電 31%, 国46%。4月23・
24日に朝日新聞が実施 [A]

・葛西臨海水族館,いわき市
の「アクアマリンふくし
ま」から避難した生き物
を展示する「がんばれ!ア
クアマリンふくしま」開
催 [A]

・東京・渋谷駅に展示され
ていた故岡本太郎による
「明日の神話」に, 原発事
故を連想させる絵が貼り
付けられていると警察に
通報 [A]

・震災の影響で転園・転校し
た全国の幼稚園児や児童
生徒は, 5月1日時点で2万
1769人。文科省が集計 [A]

・ブリヂストン, 秋田・岩
手・山形県で広告再開 [宣

伝会議; No.815]

・福島県いわき市の水族館「アクアマリンふくしま」から避
難している生き物を展示する「がんばれ!アクアマリンふ
くしま」,東京都江戸川区の葛西臨海水族園で開催 [A]

・千葉県浦安市で,公的支援を受けるために必要な罹災証明
書の発行が始まる。国は被害判定の認定基準について見直
しを検討しており,同市は見直し後に被害判定が変わる住
宅には改めて罹災証明書を発行し直す [CN]

・売り上げの一部が東日本大震災の義援金になる「1本1円募
金つくばFCオリジナル自動販売機」,茨城県つくば市内に
設置 [I]

・「第82回筑波研究学園都市圏統一メーデー」, 茨城県つく
ば市のつくば中央公園で開催。復興支援と安心安全な社会
の構築を目指す [I]

・有鄰館(群馬県桐生市本町)の被災により中止が検討されて
いた「有鄰館まつり」, 5月1日～5日の5日間,中心街の桐生
ガスプラザやジョイタウン広場などを会場に開催 [J]

・郡山市の県中浄化センターで処理した下
水汚泥から高濃度の放射性セシウムを検
出 [FP]

・福島県酪農業協同組合飯舘支部, 村内で
の酪農を休止することを5月1日までに決
定。乳牛は近くすべて処分 [FP]

・川俣町山木屋地区で, 避難に関する住民
説明会が始まる。避難先に関する住民の
希望を確認するアンケート調査が配布さ
れた [FP]

・現地対策本部, 警戒区域への一時帰宅の
人数について, 1世帯1人を原則としなが
らも,首長の判断で2人まで認めることを
関係市町村に提示 [FP]

・福島県, 市町村への申請手続をせずに民
間賃貸住宅に既に入居した被災者を補助
の対象に。5月1日から [FP]

・福島県教育委員会, 飯舘村にある相馬農
業高校飯舘校の学校機能を福島市の県教
育センターに当面移転すると発表 [FP]

・東電,川俣町を訪問し,補償金仮払いの事
務手続の開始について住民に説明 [FP]

・福島県内の保護者ら約250人,「子どもた
ちを放射能から守る福島ネットワーク」
を結成。文科省による学校校庭の放射線
基準値の見直しを求めて [A]

・2011年3月期決算の公表を控
える東北の上場41社のうち,
決算発表を例年より遅らせ
る企業が少なくとも13社に
上ることが,河北新報社のま
とめで判明 [W:河北新報]

・塩釜市の観光桟橋にある観
光施設「マリンゲート塩釜」,
営業再開。丸文松島汽船に
よる塩釜―松島間の遊覧船
も運航再開 [W:河北新報]

・宮城県美術館(仙台市青葉
区), 佐藤忠良記念館など一
部で開館 [W:河北新報]

・韓国:日本から韓国に輸出す
る食品について,放射性物質
が韓国の基準値以下である
ことなどを示す証明書が必
要に [メルトダウン]

Sun.
1

May

5月
1日
(日)
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全般 国/政治経済 原発/東電 自衛隊 米軍/米国 基礎的インフラ 生活/生産の基盤 学界/専門家組織

Sun.
1

May

5月
1日
(日)

08:30 陸自:第14特科隊, 第1特科団 石巻市河北町
地区行方不明者の捜索活動を開始 [SDF]

08:34 空自:北空派遣隊(山田)が給食支援を開
始 [SDF]

08:50 空自:北空派遣隊(山田)が物流配送を開
始 [SDF]

08:52陸自:第46普通科連隊が相馬市で捜索活動を
開始 [SDF]

08:58 空自:中空派遣隊(松島)が民生支援を開
始 [SDF]

09:00 原子力:陸自第2普通科連隊が楢葉町波倉地
区で捜索活動を開始 [SDF]

09:15原子力:陸自中央即応連隊が楢葉町波倉地区
で捜索活動を開始 [SDF]

09:28海自:第21航空群ヘリが被災地周辺での捜索
救難飛行を実施 [SDF]

09:30 陸自:第6特殊武器防護隊が川俣町体育館で
除染所運営を開始 [SDF]

09:48 空自:中空派遣隊(松島)が医療支援を開
始 [SDF]

09:57海自:「のと」が大湊から函館へ陸自燃料タ
ンク車1台を輸送 [SDF]

10:22海自:「しもきた」が大島にて被災者59名に
入浴支援を,被災者15名に洗濯支援を実施 [SDF]

10:49海自:「あまぎり」が寒風沢島,桂島,野々島
にて被災者に食糧,物品を供与 [SDF]

10:51 空自:入間ヘリ空輸隊(入間) CH-47J×1機が
救援物資を空輸 [SDF]

11:38 空自:中空派遣隊(松島)が給食支援を開
始 [SDF]

12:56 空自:航空救難団(松島)UH-60J×1機が捜索
救助活動を開始 [SDF]

13:04 空自:航空救難団(松島)U-125A×1機が捜索
救助活動を開始 [SDF]

20:10海自:横須賀警備隊が宮城県石巻市中央市営
駐車場にて被災者280名に入浴・シャワー支援を
実施 [SDF]
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Sun.
1

May

5月
1日
(日)
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全般 国/政治経済 原発/東電 自衛隊 米軍/米国 基礎的インフラ 生活/生産の基盤 学界/専門家組織

Mon.
2

May

5月
2日
(月)

・震災復旧対策を盛り込ん
だ4兆153億円の2011年度
第一次補正予算案,参院予
算委員会で全会一致で可
決 [A]

・東日本大震災に対処する
ための特別の財政援助及
び助成に関する法律, 公
布・施行 [W:内閣府]

・東電,福島第1原発1号機原子炉建
屋内の空気に含まれる放射性物
質を減らす換気装置の設置作業
を開始。順調にいけば5日にも作
業員が建屋に入る見込み [A]

・日本原子力発電,福井県の敦賀原
発2号機で1次冷却水の放射性物
質濃度が上昇していると発表 [A]

04:00 陸自:第9師団が陸前高田市, 大船渡市, 釜
石市, 大槌町, 山田町, 宮古市で給食支援を開
始 [SDF]

06:17 空自:中空派遣隊(松島)が沐浴支援を開
始 [SDF]

06:54 空自:中空派遣隊(松島)が給水支援を開
始 [SDF]

06:58 空自:中空派遣隊(松島)が物流管理支援を開
始 [SDF]

07:00 陸自:第2施設団が渡波地区で捜索活動を開
始 [SDF]

07:00 陸自:第9師団が陸前高田市, 大船渡市, 釜石
市,大槌町で給水支援を開始 [SDF]

07:01 空自:中空派遣隊(松島)が捜索救助活動を開
始 [SDF]

07:35原子力:陸自第12旅団が南相馬市で捜索活動
を開始 [SDF]

08:23 空自:北空派遣隊(山田)が復旧作業を開
始 [SDF]

08:30 空自:北空派遣隊(山田)が給食支援を開
始 [SDF]

08:30 陸自:第1特科団が釜石市で捜索活動を開
始 [SDF]

08:57 海自:第4航空群固定翼機が被災地周辺での
捜索救難飛行を実施 [SDF]

08:58 空自:中空派遣隊(松島)が復旧支援(瓦礫撤
去)を開始 [SDF]

09:00陸自:第13旅団が磯部地区,原釜地区,蒲庭地
区で捜索活動を開始 [SDF]

09:00 陸自:第14旅団が雄勝町で捜索活動を開
始 [SDF]

09:33 空自:北空派遣隊(山田)が輸送支援を開
始 [SDF]

09:59 空自:第3輸送航空隊(美保) C-1×1機が美保
から松島へ救援物資を空輸 [SDF]

10:00 陸自:第9師団が陸前高田市, 大船渡市, 釜
石市, 大槌町, 山田町, 宮古市で入浴支援を開
始 [SDF]

10:48 空自:中空派遣隊(松島)が沐浴支援を開
始 [SDF]

13:07 空自:航空救難団(松島)UH-60J×1機及び航
空救難団(新潟)U-125A×1機が捜索救助活動を
開始 [SDF]

13:37海自:「しもきた」が大島・気仙沼地区の被
災者31名に入浴支援,被災者5名に健康相談を実
施 [SDF]

16:00海自:横須賀警備隊が宮城県石巻市中央市営
駐車場にて被災者222名に入浴・シャワー支援を
実施 [SDF]

・北沢防衛相, 原発事故対応に従事してきた自衛
隊の態勢を3日から順次縮小すると菅首相に報
告。震災全体への派遣も9日から縮小していく方
針 [A]

・三陸鉄道,バスによる被災地ガイドを
スタート。運休中の南リアス線の社員
を起用 [震災と鉄道全記録]

・秋田空港,ソウル便再開 [A]

・釜石造船所(岩手県釜石市), 業務を再
開 [A]

・サッポロビール,操業を停止していた
仙台工場(宮城県名取市)で, 52日ぶり
に製造の一部を再開 [W:河北新報]

・ホンダ,北米の生産について,正常化は
2011年末から翌年初めになるという
見通しを提示 [A]

・福島・宮城・岩手3県の農家,再建に必
要な資金集めのための組織「東日本大
震災・三陸復興共同体」を発足 [A]

・住宅金融支援機構, 震災被災者を対
象に, 災害復興住宅融資及び返済方法
変更の制度拡充を発表 [W: 住宅金融支援

機構]

・東日本大震災に対処するための特別
の財政援助及び助成に関する法律, 公
布・施行 [W:内閣府]

・厚労省,被災者を対象とした生活資金
の新たな貸付制度を都道府県に通知。
対象は低所得者に限定 [A]

・厚労省,被災した事業者を対象に,医療
保険や厚生年金の保険料負担を免除と
することを各都道府県に通知 [A]

・国交省,岩手・宮城・福島3県が業者に
発注した仮設住宅の戸数が3万戸に達
したと発表 [A]

・日本建築学会第3回東北支部災害調
査委員会,開催 [建築雑誌; No.1622]

・日本都市計画家協会,東日本大震災
復興支援タスクフォースコア会議を
開催 [Planners; Vol.67]

・日本造園学会,復興支援緊急調査の
一環として,名取チーム(日大を中心
とするチーム)が宮城県名取市を調
査。5月5日まで [W:日本造園学会]

・日本機械学会, 特別員等へのアン
ケートを送付。990社に発送 [W:日本

機械学会]

・日本歯科医師会,京都府歯科医師会
の移動診療車1台を宮城県に派遣。
8月26日まで [W:日本歯科医師会]

・日本学術会議,「東京電力福島第一
原子力発電所事故に関する日本学術
会議から海外アカデミーへの現状報
告」を発表 [W:日本学術会議]

・東日本大震災復興構想会議,被災地
視察を開始。五百旗頭議長ら5名の
委員が福島県を訪問 [A]

・玄葉科学技術政策担当相, 「第4期
科学技術基本計画」の柱に, 放射能
に汚染された土壌の浄化や汚染水処
理の技術開発を盛り込む意向を示
す [A]

・竹崎博允最高裁長官,被災地の需要
を的確に把握し復興過程で生じる法
的問題や原発関連の問題に迅速に対
応していくと表明 [A]
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・グリーン・アクションやグ
リーンピース・ジャパン,
原子力情報資料室など,原
発事故後に文科省が設け
た校庭利用基準の見直し
を求め, 共同で緊急声明。
また5万3千人分の署名を
菅首相らに宛て提出 [A]

・チェルノブイリ・ヒバク
シャ救援関西が講演会「大
阪:ロシアのチェルノブイ
リ高汚染地での25年」を
開催 [W:原子力資料情報室]

・原子力資料情報室・双葉
地方反原発同盟・原水禁
国民会議ほか,労働者と住
民の安全と健康を守るた
めの要望書を菅首相等へ
提出 [W:原子力資料情報室]

・福島県,風評被害の実態把
握のため,農林水産業・観
光業・製造業などの業界
20団体や市町村との会合
を初めて開く [A]

・細野首相補佐官,原発事故
で放出される放射性物質
について関係機関が行っ
た拡散予測のうち, 5000
件が公表されていなかっ
たことを明らかに [A]

・厚労省,福島第1原発事故
での避難中/避難後に体調
を崩し死亡した者の遺族,
災害弔慰金の支給対象と
する見解を福島県に伝え
る [A]

・環境省の南川秀樹事務次
官,汚染されたがれきにつ
いて処分方法が決まるま
で処理を待つように,福島
県の松本友作副知事に要
請 [A]

・経産省,過去50年間に全国
の電力会社へ常勤役員や
顧問として再就職した経
産省の元職員が68名, 現
役の役員・顧問には13名,
と発表 [A]

・佐賀県伊万里市の塚部芳
和市長, 九州電力玄海原
発2・3号機の運転再開前
に安全対策を説明するよ
う九電に求めたことを表
明 [A]

・原子力委員会に対し国民
から寄せられた意見, 約
6500に上る [A]

・プロ野球球団巨人, 7～9
月の東京ドームでの主催
試合の節電策を発表 [A]

・プロゴルファーの石川遼,
福島県双葉郡広野町とそ
の近隣地域の住民68世帯
206名が避難している埼
玉県三郷市の瑞沼市民セ
ンターを慰問 [A]

・文科省(日本),留学生の帰
国について,全国の国公私
立大を対象とした抽出調
査の結果を発表。東北地
区では, 3人に2人が大学
を離れている結果 [A]

・朝日新聞社による世論調
査(4月23・24日実施)の結
果が発表。原発事故被害
の補償をめぐって,国がよ
り責任をもつべきとの回
答が46% [A]

・東京都教育委員会,宮城県教育委員会の要請をうけ派遣す
る公立学校教員の結団式を都庁で実施 [A]

・プロゴルファーの石川遼,福島県双葉郡広野町とその近隣
地域の住民68世帯206名が避難している埼玉県三郷市の瑞
沼市民センターを慰問 [A]

・液状化被害を受けた千葉県内の16市,県に積極的な独自支
援の実施や災害復旧の予算確保などを求める要望書を提
出 [A]

・千葉県,岩手県大船渡市の復興支援にあたるため県職員10
人を派遣 [S]

・茨城県土木部,土木関係公共施設(道路,河川,港湾,下水道,
公園, 県営住宅を含む)の被害箇所が少なくとも2,809箇所
に上ると発表 [W:茨城県]

・茨城県,県民からの補償相談に応じる福島原発事故補償対
策室を開設 [I]

・栃木県,県内で採取した牧草から基準値を上回る放射性物
質が検出されたと発表 [S]

・福島県,風評被害の実態把握のため,農林
水産業・観光業・製造業などの業界20団
体や市町村との会合を初めて開く [A]

・福島県, 郡山市の県中浄化センターで処
理した下水汚泥から高濃度の放射性セシ
ウムが検出されたことを受け, 県内の下
水処理施設で放射線量調査を開始 [FP]

・郡山市, 県の調査で放射線量の高かった
校庭・園庭の表土の除去作業を完了 [FP]

‐川俣町山木屋地区の酪農家, 地区内での
酪農休止を決断 [FP]

・川俣町山木屋地区にある旧産業廃棄物管
理型最終処分場, 福島県の指示に基づき
地元住民の合意を得ずに処分後の排水を
川に放流していたことが判明 [FP]

・飯舘村と政府現地対策室が事業者説明会
を開催。補償金額は示されず, 制度資金
利用を促す担当者に対し「避難のために
借金しろというのか」など不満続出 [FP]

・飯舘村の門馬伸市副村長, 村内の事業者
に対する説明会で, 1ヶ月以内に全員が避
難するのは無理と発言 [A]

・南相馬市から新潟県三条市に避難して
いる20人, 5月2・3日に南相馬市に一時帰
宅 [FP]

・厚労省, 福島第1原発事故での避難中/避
難後に体調を崩し死亡した者の遺族, 災
害弔慰金の支給対象とする見解を福島県
に伝える [A]

・東日本大震災で被害を受けた下水管, 東
北・関東など11都県で総延長約940キロ
に。福島県の被害は181キロ [FP]

・相馬市で, これまで運休していた福祉巡
回車「おでかけミニバス」の運行が再
開 [FP]

・福島県教育委員会, 原発事故をうけ「サ
テライト校」に通学, あるいは他校に転
入学する相双地区の県立学校生徒に通学
費などを補助。約4,130人が対象 [FP]

・環境省の南川秀樹事務次官, 汚染された
がれきについて処分方法が決まるまで処
理を待つように, 福島県の松本友作副知
事に要請 [A]

・政府,福島・岩手・宮城の3県沿岸部を「医
療・福祉モデル地区」として優先整備す
る方向で検討に入った [FP]

・東日本大震災復興構想会議, 被災地視察
を開始。五百旗頭議長ら5名の委員が福
島県を訪問 [A]

・福島銀行, 2011年3月期連結業績予想を
下方修正。純損益見通しが2010年11月の
12億円黒字から, 51億円の赤字になると
発表 [A]

・「東日本大震災・三陸復興共同体」, 被
災した1次産業者に特化して支援するこ
とを目的として発足。代表はもと自衛
官 [FP]

・宮城県,震災復興計画策定に
向けて有識者の提言をうけ
る「震災復興会議」の初会合
を開く [A]

・宮城県震災復興会議の初会
合に先立ち, 委員たちが仙
台市若林区の荒浜小周辺な
ど,被災した仙台市近郊を視
察 [W:河北新報]

・宮城県,津波で陸に打ち上げ
られた船舶が4月28日時点で
3156隻確認されたと発表 [W:

河北新報]

・仙台市,局長以上の幹部で構
成する震災復興推進本部会
議の初会合を開催。奥山市
長は復興計画案を10月をめ
どに策定し, 5年程度での復
興を目指す考えを表明 [W:河

北新報]

・仙台市立小中学校41校で,お
かずやスープなどのある完
全給食が再開 [W:河北新報]

・気仙沼市で仮設住宅への入
居が開始。笹が陣の気仙沼
公園に建てられた106戸に,
入居者選考委員会で選ばれ
た家族が続々と入居 [W:河北

新報]

・石巻市立病院(石巻市南浜町)
の伊勢秀雄病院長,仮設病院
を建設する方針を市議会保
健福祉委員会に提示。年内
完成・診療開始を目指す [W:

河北新報]

・サッポロビール,操業を停止
していた仙台工場(宮城県名
取市)で, 52日ぶりに製造の
一部を再開 [W:河北新報]

・岩手県医療局,県立大槌病院
が損壊したため大槌町上町
に開所した同病院仮設診療
所を今月下旬,同町大槌に移
転すると発表 [W:岩手日報]

・釜石造船所(岩手県釜石市),
業務を再開 [A]

・陸前高田市のみそ・しょう
ゆ製造販売老舗の八木沢商
店,一関市に開業した営業所
で「再開・営業所開き出発
式」を実施 [平成の三陸大津波]

・遠野市では, 静岡県から寄
贈された60匹のこいのぼり
を,園児らと自衛隊員が掲げ
る [平成の三陸大津波]

・盛岡商工会議所, 30万円以
上の住宅リフォームをする
市民に盛岡地域振興商品券
「SANSA(さんさ)」を10万円
分交付。5月2日以降に着工
する工事が対象で,同日から
先着1000人限定で申請を受
け付け [W:岩手日報]

・文科省(日本),留学生の帰国
について,全国の国公私立大
を対象とした抽出調査の結
果を発表。東北地区では, 3
人に2人が大学を離れている
結果 [A]

・アメリカ:ワシントンのニ
ュースの総合博物館ニュー
ジアムで宮城県の地域紙・
石巻日日新聞が展示 [A]

・ロシア:サンクトペテルブル
グで,震災の被災者支援のた
め,フィギュアスケートのエ
キシビジョンが開催 [A]

Mon.
2

May

5月
2日
(月)
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全般 国/政治経済 原発/東電 自衛隊 米軍/米国 基礎的インフラ 生活/生産の基盤 学界/専門家組織

Tue.
3

May

5月
3日
(火)

・日本政府, ,韓国の経済団
体や貿易・流通の関係者
に対し震災や原発事故の
現状を伝える説明会をソ
ウルで開催 [A]

・松本外相,ブリュッセルで
欧州連合のダリ欧州委員
(保健・消費者政策担当)と
会談。日本からの食品輸
入規制を緩和するよう要
請 [A]

・東電,福島第1原発1号機原子炉建
屋内の空気中放射性物質を減ら
す換気装置を設置 [A]

・東電,福島第1原発から15キロと20
キロ離れた海底の土から初めて
放射性物質を検出したと発表 [A]

・原子力安全・保安院の寺坂信昭院
長,福島県の佐藤知事に事故後初
めて面会し謝罪。「原発が全電源
を長時間失った場合の対応が十
分でなかったことは率直に反省
し,今後の対応に生かさなければ
ならない」 [A]

・福島第1原発から20キロ圏内の
「警戒区域」へ自治体職員が防護
服姿で入る。住民の一時帰宅に
備える予行演習として [A]

03:50 陸自:第9師団が陸前高田市, 大船渡市, 釜
石市, 大槌町, 山田町, 宮古市で給食支援を開
始 [SDF]

06:50 空自:中空派遣隊(松島)が給水支援を開
始 [SDF]

07:00 陸自:第2施設団が石巻市で捜索活動を開
始 [SDF]

07:02 空自:中空派遣隊(松島)が物流管理支援を開
始 [SDF]

07:05 空自:中空派遣隊(松島)が捜索活動を開
始 [SDF]

07:27 空自:北空派遣隊(山田)が捜索活動を開
始 [SDF]

07:30原子力:陸自第12旅団が原町金沢地区ほか福
島第1原発30km圏内で捜索を開始 [SDF]

07:30 陸自:第14旅団が塚浜地区で捜索活動を開
始 [SDF]

07:53 空自:北空派遣隊(山田)が給食支援を開
始 [SDF]

07:56 陸自:第6旅団が塩釜港～名取川地区にて空
中捜索を開始 [SDF]

07:58 空自:航空救難団(秋田)U-125A×1機, UH-
60J×1機が捜索活動を開始 [SDF]

08:25 海自:第2航空群固定翼機が被災地周辺での
捜索救難飛行を実施 [SDF]

08:25 空自:北空派遣隊(山田)が輸送支援を開
始 [SDF]

08:26海自:第21航空群ヘリが被災地周辺での捜索
救難飛行を実施 [SDF]

09:13 空自:中空派遣隊(松島)が医療支援を開
始 [SDF]

09:20 原子力:陸自第6特科連隊, 第6高射特科大隊
が福島第1原発20km圏内で捜索活動を開始 [SDF]

10:40 原子力:陸自第44普通科連隊が福島第1原発
20km圏内で捜索活動を開始 [SDF]

11:26海自:第21航空群ヘリが被災地周辺での捜索
救難飛行を実施 [SDF]

11:34 空自:中空派遣隊(松島)が給食支援を開
始 [SDF]

13:10 空自:航空救難団(秋田)U-125A×1機, UH-
60J×1機が捜索活動を開始 [SDF]

14:56海自:「せとぎり」が気仙沼大島地区の被災
者15名に入浴支援を実施 [SDF]

15:56海自:「しもきた」が桂島・野々島地区の被
災者71名に入浴支援を, 被災者15名に健康相談
を実施 [SDF]

16:30海自:「きりしま」が寒風沢島地区の被災者
1名に健康相談を,被災者7名に診療を実施 [SDF]

20:10海自:横須賀警備隊が宮城県石巻市中央市営
駐車場にて被災者240名に入浴・シャワー支援を
実施 [SDF]

・石巻ガス,石巻市の一部(6,738戸)が全
戸復旧完了 [W:日本ガス協会]

・日本造園学会,復興支援緊急調査の
一環として,浦安チーム(関東支部を
中心とするチーム)が千葉県旭市・山
武市・九十九里町・浦安市・我孫子
市・香取市を調査。5月5日まで [W:

日本造園学会]

・日本公園緑地協会, 5月3日, 5月11日
～13日に岩手県宮古市・釜石市・大
槌町・大船渡市・陸前高田市, 宮城
県気仙沼市・南三陸町で「東日本大
震災における公園緑地等第 2次現地
概査」を実施 [W:日本公園緑地協会]
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・ジャパン・プラットフォー
ム,”「共に生きる」ファン
ド”の設立を発表 [W: JCN]

・グリーンピース, 福島沖
の海洋で放射線量調査(第
3回)を実施。5月3日～9日
にかけて [W:グリーンピース]

・国 際 環 境NGOのFoE-
Japan, 「年20ミリシーベ
ルト基準」の撤回を求め
る要望書を政府に提出 [W:

FoEJapan]

‐東京都獣医師会のメンバーら,都内に避難してきた東日本
大震災の被災者のペットを無償で預かっている。犬・猫合
わせて100匹以上 [A]

・神奈川県相模原市の住民や学生有志ら, 5月3日から5日に
かけて,岩手県大船渡市にこいのぼりを揚げる [KS]

・埼玉県加須市で「ジャンボこいのぼり」が掲げられ,集団
避難している福島県双葉町民ら約120人が, 泳ぐこいのぼ
りの姿を楽しむ [S]

・埼玉県川越市在住のシンガー・ソングライター,同市鯨井
の川越西文化会館で東日本大震災の被災者支援のための
チャリティーコンサートを開催 [A]

・東日本大震災で液状化被害を受けた千葉市美浜区の県立
幕張海浜公園で,震災後初の野外イベント「こいのぼり作
り」が行われる [A]

・栃木県那須塩原市,市内の塩原温泉や板室温泉など,該当す
る施設の宿泊客に対し「温泉施設宿泊者総額1億円キャッ
シュバック・キャンペーン」を開始 [A]

・厚労省から農畜産物や水産物に含まれる
放射性物質の検査を求められた1都10県
の計513市区町村のうち, 全体の4割(203
市区町村)が未実施 [FP]

・福島第1原発20キロ圏内の警戒区域への
一時帰宅に向けた予行演習, 川内村や大
熊町で実施 [FP]

・郡山市のビッグパレットふくしまに長期
避難している富岡・川内両町村住民の自
律支援を考える検討会, 富岡町の開業医
の呼びかけで開催 [FP]

・飯舘村振興公社, 村内畜産技術センター
で肥育している飯舘牛など約260頭すべ
てを処分する方針(出荷・買取)を5月3日
までに固めた。村内肥育農家も追従 [FP]

・原子力安全・保安院の寺坂信昭院長, 福
島県の佐藤知事に事故後初めて面会し謝
罪 [A]

・仙沼市の離島・大島の避難
所で暮らす被災者,島内の宿
泊施設に2次避難 [W:河北新報]

・名取市閖上地区の住民ら,第
1次分として同市箱塚1丁目
に建設された箱塚桜住宅に
入居を開始 [W:河北新報]

・女川町の尾浦港沖で,クレー
ン船で海底などのがれきを
撤去する作業が始まる [W:河

北新報]

・地盤沈下の影響が続く陸前
高田市で, 大潮による浸水
被害拡大を防ぐ工事が始ま
る [W:岩手日報]

・陸前高田市では,高田松原付
近の国道が「見物」目的とみ
られる人たちの駐停車によ
り混雑。写真撮影のために
復旧工事の妨げになるなど
迷惑行為も [W:岩手日報]

・中国:広東省東莞市麻涌鎮政
府,同市で生産されたコンテ
ナ5個分のプレハブ住宅がこ
のほど通関し,東日本大震災
の被災地・福島県に送られ
たと明らかにした [RJ]

Tue.
3

May

5月
3日
(火)
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Wed.
4

May

5月
4日
(水)

・東電,福島第1原発1号機で原子炉
を安定して冷やすため,格納容器
内の水を外に引き出して仮設の
装置で冷やし再び戻すシステム
づくりの作業に5月中旬から入る
と発表。5月末の稼働を目指す [A]

・東電,原発事故対応にあたる作業
員の生活環境を改善することを
発表 [A]

・東電の清水社長が福島県を訪問。
広野町・浪江町・葛尾村の住民が
暮らす避難所で謝罪 [A]

・東電が原子力損害賠償紛争審査
会に対して要望書を提出してい
たことが判明 [A]

03:50 陸自:第9師団が陸前高田, 大船渡, 釜石, 大
槌,山田,宮古地区で給食支援及び輸送支援を開
始 [SDF]

04:30陸自:第13旅団が相馬市で給食支援及び輸送
支援を開始 [SDF]

06:20 空自:中空派遣隊(松島)が沐浴支援を開
始 [SDF]

06:46 空自:中空派遣隊(松島)が給水支援を開
始 [SDF]

06:58 空自:中空派遣隊(松島)が物流管理支援を開
始 [SDF]

07:00 空自:中空派遣隊(松島)が捜索救助を開
始 [SDF]

07:40陸自:第14旅団が河北地区で輸送支援及び捜
索活動を開始 [SDF]

08:00原子力:陸自第13化学防護隊が21世紀の森公
園でモニタリングを開始 [SDF]

08:06 空自:航空救難団(松島)UH60×1機が捜索活
動を開始 [SDF]

08:25 空自:北空派遣隊(山田)が給食支援を開
始 [SDF]

08:29海自:第21航空群ヘリが被災地周辺での捜索
救難飛行を実施 [SDF]

08:29 空自:北空派遣隊(山田)が生活支援及び復旧
支援を開始 [SDF]

08:50 原子力:陸自第44普通科連隊が福島第1原発
20km圏内で捜索活動を開始 [SDF]

09:02 海自:第4航空群固定翼機が被災地周辺での
捜索救難飛行を実施 [SDF]

09:07海自:「あぶくま」,「すおう」が気仙沼大島
の被災者に灯油等を供与 [SDF]

09:08 原子力:陸自第6特科連隊, 第6高射特科大隊
が福島第1原発20km圏内で捜索活動を開始 [SDF]

09:08 陸自:第6師団が宮岡町で捜索活動を開
始 [SDF]

09:30 空自:北空派遣隊(山田)が民生支援を開
始 [SDF]

09:55海自:「おおなみ」が柱島の被災者に食糧を
供与 [SDF]

10:35海自:「おおなみ」が野々島の被災者に食糧
を供与 [SDF]

10:53海自:第21航空群ヘリが被災地周辺での捜索
救難飛行を実施 [SDF]

11:14海自:「おおなみ」が柱島の被災者に食糧を
供与 [SDF]

13:13 空自:航空救難団(松島)UH60×1機, U-125A
×1機が捜索活動を開始 [SDF]

13:14 空自:中空派遣隊(松島)が医療支援を開
始 [SDF]

15:13 海自:「しもきた」が寒風沢地区の被災者
24名に入浴支援を, 被災者8名に健康診断を実
施 [SDF]

20:09海自:横須賀警備隊が宮城県石巻市中央市営
駐車場にて被災者273名に入浴・シャワー支援を
実施 [SDF]

・東日本大震災復興構想会議の五百
旗頭議長ら, 宮城県で被災自治体の
首長らと意見交換 [A]
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市民社会 原発事故の影響 文化/風俗/メディア 東京圏/計画停電 福島県 宮城県 岩手県 海外動向

・厚労省, 出荷停止や摂取
制限指示の出ていた福島
県産の野菜(ほうれん草,
カブ, キャベツ, ブロッコ
リーなど)について, 指示
を解除 [A]

・福井県の西川一誠知事,定
期検査中の原発の再起動
について判断するための
暫定的な安全基準を国が
早期に示すよう,美浜原発
を訪れた海江田経産相に
要請 [A]

・朝日新聞,ウィキリークス
から提供を受けた米国政
府資料を分析した結果,在
日米国大使館が日本政府
の災害・危機対応につい
て官僚制の縦割りや目先
のリスク回避の風潮が弱
点となりうることを2008
年に指摘していたと, 発
表 [A]

・レディー・ガガやU2,ビヨ
ンセらの38曲を収録した
「SONGS FOR JAPAN」,
ソニー・ミュージックが
発売。収益は日本赤十字
に寄付 [A]

・ベトナム難民でつくる有志団体「在神奈川元ベトナム難
民」,被災者約100人が避難している神奈川県川崎市のとど
ろきアリーナで炊き出しを実施 [KS]

・栃木県栃木市の目抜き通り・蔵の街大通りで,被災地支援
のために「ゴールデンウイークチャリティーイベント」始
まる [A]

・群馬県に避難中の被災者を招き料理を振る舞う「ハッピー
レストラン」,中之条町ふるさと交流センターつむじで開
設。「ぐるなび」と「場所文化機構」(東京)が主催。東吾妻
町の「HEART(ハート)ふるさと東吾妻再生チーム」や高崎
市の「高崎遊芸社」,沼田・渋川の両青年会議所などが協
力 [J]

・菅首相,東電が示した工程をふまえ,年明
けに避難住民の帰宅の可否を判断する考
えを表明 [FP]

・東日本大震災復興構想会議
の五百旗頭議長ら,宮城県で
被災自治体の首長らと意見
交換 [A]

・女川町の経済団体でつくる
町復興連絡協議会,「おなが
わ復幸市」を女川高グラウ
ンドで開催 [W:河北新報]

・気仙沼市,仮設住宅の入居希
望者を対象に, 2次避難の申
し込みを5月4日から受け付
け。受け入れ先は市内外の
ホテル・旅館と,友好都市協
定を結ぶ東京都目黒区の公
営住宅 [W:河北新報]

・気仙沼署, 仮設庁舎での業
務を開始。建設中の仮庁舎
が完成する今年秋までの予
定 [W:河北新報]

・宮城大学などの学生有志,志
津川漁港で「仮設番屋」の建
築を開始 [W:河北新報]

・中小企業経営者でつくる政
経倶楽部連合会(東京)の千
葉県支部, 東日本大震災で
職を失った人を対象に合同
説明会を,仙台市青葉区の仙
台国際ホテルで開催 [W:河北

新報]

・宮城県内の震災被災地を
大型連休中に訪れたボラン
ティアは5月4日時点で延べ3
万741人。県災害ボランティ
アセンターの調べで判明 [W:

河北新報]

・釜石市を本拠地とする社会
人ラグビーの釜石シーウェ
イブスRFCを支援する組織
「スクラム釜石」が発足した。
チームの前身,新日鉄釜石の
OBらが結束 [W:岩手日報]

・韓国:大地震に備えた全国一
斉の避難訓練,実施。原発事
故による放射能漏れを想定
した訓練も実施 [A]

・台湾:馬英九総統, 朝日新聞
のインタビューに答えて「台
湾の原発の安全について問
題がないことを確認した。
自然エネルギーの活用は重
要な政策ではあるが,今すぐ
に原発を全部とめることは
できない」旨,コメント [A]

・中国:習近平国家副主席, 高
村正彦氏を団長とする日中
友好議員連盟代表団と人民
大会堂で面会。東日本大震
災への見舞いの意を表明 [RJ]

Wed.
4

May

5月
4日
(水)
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全般 国/政治経済 原発/東電 自衛隊 米軍/米国 基礎的インフラ 生活/生産の基盤 学界/専門家組織

Thu.
5

May

5月
5日
(木)

・伴野外務副大臣,モスクワ
でロシアのボロダフキン
外務次官と会談。震災や
原発事故をめぐる協力に
ついて協議 [A]

・福島第1原発1号機で, 3月12日の
水素爆発以来初めて建屋内に作
業員が入る。計13人が放射性物
質を含んだ空気を換気するダク
トを設置 [A]

・東電, 福島第1原発の港湾内の海
底の土から,通常の約3万8千倍に
当たる濃度の放射性物質セシウ
ム137が検出されたと発表 [A]

・IAEA(国際原子力機関)がウィー
ン本部で記者会見。福島第1原
発事故で海に流れ出た放射性物
質が, 2年以内に北米大陸の西海
岸まで到達するとの見通しを示
す [A]

06:20 空自:中空派遣隊(松島)が沐浴支援を開
始 [SDF]

06:50 空自:中空派遣隊(松島)が沐浴支援を開
始 [SDF]

06:56 空自:中空派遣隊(松島)が物流管理支援を開
始 [SDF]

07:00 空自:中空派遣隊(松島)が捜索活動を開
始 [SDF]

07:06 空自:航空救難団(千歳)U-125A×1機が捜索
活動を開始 [SDF]

07:30 陸自:第14旅団が女川地区にて給食支援, 入
浴支援及び洗濯支援を開始 [SDF]

07:40 空自:中空派遣隊(松島)が復旧作業を開
始 [SDF]

08:00原子力:陸自中央即応連隊が楢葉町にて捜索
活動を開始 [SDF]

08:00 陸自:第2施設団が大街道, 南浜町, 大原地区
等にて瓦礫除去作業を開始 [SDF]

08:02 空自:航空救難団(新潟)UH-60J×1機が捜索
活動を開始 [SDF]

08:09 陸自:第13旅団が木崎, 中島, 小川, 今泉地区
にて捜索活動を開始 [SDF]

08:16 空自:北空派遣隊(山田)が復旧作業を開
始 [SDF]

08:20 空自:北空派遣隊(山田)が捜索活動を開
始 [SDF]

08:26 海自:第2航空群固定翼機が被災地周辺での
捜索救難飛行を実施 [SDF]

08:29海自:第21航空群ヘリが被災地周辺での捜索
救難飛行を実施 [SDF]

08:30 空自:北空派遣隊(山田)が給食支援を開
始 [SDF]

08:30 陸自:第14旅団が北上地区, 河北町及び雄勝
町等にて捜索活動を開始 [SDF]

09:00 原子力:陸自第6特科連隊, 第6高射特科大隊
が福島第1原発20km圏内で捜索活動を開始 [SDF]

09:13 空自:中空派遣隊(松島)が医療支援を開
始 [SDF]

10:00 原子力:陸自第44普通科連隊が福島第1原発
20km圏内で捜索活動を開始 [SDF]

10:43 空自:中空派遣隊(松島)が入浴支援を開
始 [SDF]

10:47海自:「すおう」が気仙沼大島の被災者に精
米等の支援物資を輸送 [SDF]

11:26海自:第21航空群ヘリが被災地周辺での捜索
救難飛行を実施 [SDF]

11:31 空自:中空派遣隊(松島)が給食支援を開
始 [SDF]

13:05 空自:航空救難団(新潟)UH-60J×1機が捜索
活動を開始 [SDF]

13:13 空自:航空救難団(千歳)U-125A×1機が捜索
活動を開始 [SDF]

14:18 空自:航空救難団(松島)UH-60J×1機が捜索
活動を開始 [SDF]

15:00 空自:北部航空音楽隊(三沢)が岩手県船越保
育園において慰問演奏(聴衆約30名) [SDF]

16:17海自:「しもきた」が鮎川地区・田代島の被
災者84名に入浴支援を, 被災者13名に健康相談
を実施 [SDF]

16:30海自:移動衛生班が野々島の被災者19名に診
療支援を, 4名に健康相談を実施 [SDF]

20:15海自:横須賀警備隊が宮城県石巻市中央市営
駐車場にて被災者272名に入浴・シャワー支援を
実施 [SDF]

・水産庁, 5月5日時点での水産業の被害
をとりまとめ。漁船1万9000隻, 319漁
港が被災。全体で6548億円の被害 [A]
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市民社会 原発事故の影響 文化/風俗/メディア 東京圏/計画停電 福島県 宮城県 岩手県 海外動向

・「子どもの広場」,震災支
援グループ「こどもとあ
ゆむネットワーク」の協
力により宮城県東松島市
立図書館で開催 [A]

・東日本大震災子ども支援
ネットワーク設立 [W: 東

日本大震災子ども支援ネット

ワーク]

・日本国際ボランティアセ
ンター,福島県南相馬市に
ラジオを提供 [W: JVC]

・埼玉県,ホウレンソウ・コ
マツナ・原乳を対象に放
射性物質の影響を調査し
た結果,いずれも放射性物
質は不検出と発表 [S]

・海江田経産相,浜岡原発を
視察し東日本大震災後に
指示した緊急安全対策の
状況を確認。視察後,「(原
発事故に備えた)訓練が十
分か疑問がある」と述べ
中電側に改善を求めたこ
とを明らかに [A]

・ラグビーの早慶明3大学に
よる東日本大震災チャリ
ティーマッチ,東京・秩父
宮で開催 [A]

・埼玉県,ホウレンソウ・コマツナ・原乳を対象に放射性物
質の影響を調査した結果,いずれも放射性物質は不検出と
発表 [S]

・女子プロゴルファー宮里美香・有村智恵・横峯さくらの3
選手,トマト・キュウリを口にし,茨城産農産物の安全性を
アピール [S]

・茨城県立国民宿舎「鵜の岬」で「震災復興祈念コンサート」
開催。地元のフラチームと吹奏楽団が踊りと歌を披露 [S]

・勿来沖のコウナゴから基準値を超すセシ
ウムを検出 [FP]

・福島県が新設した中小企業向け「県震災
対策特別資金」,融資実績が急増。3月25
日の制度開始から約1ヶ月で224件, 約34
億円に上っているとの報道 [FP]

・枝野官房長官, 東日本大震
災の現地調査のため,宮城県
入。地滑りで深刻な宅地被
害を受けた仙台市青葉区の
折立団地などを視察 [W:河北

新報]

・南三陸町で, 被災した住民
の集団2次避難第3陣が移動。
大きな被害を免れた町内の
宿泊施設4カ所に約500人が
移った [W:河北新報]

・「子どもの広場」, 震災支援
グループ「こどもとあゆむ
ネットワーク」の協力によ
り宮城県東松島市立図書館
で開催 [A]

・中国:北京・798芸術区内に
あるイベリア・コンテン
ポラリーアートセンター
(Iberia Center for Contempo-
rary Art)にて, 東日本大震災
の被災地に向けた「愛と希
望(Love and Hope)」がテー
マのチャリティ活動が開始。
5月15日まで。陳丹青,徐氷,
方力鈞,オノ・ヨーコら中日
韓の芸術家80人あまりが98
点の作品をチャリティー販
売に出品 [RJ]

・中国:習近平副主席, 日本の
鳩山由紀夫前首相と面会 [RJ]

‐中国:三一重工ポンプ事業部
浙江支社の技師・彭延寿氏の
インタビュー記事,「中国網
日本語版(チャイナネット)」
に掲載 [RJ]

・IAEA(国際原子力機関), ウ
ィーンで記者会見。海に放
出された放射性物質が2年以
内に北米大陸の西海岸に到
達する見通しを示す [A]

Thu.
5

May

5月
5日
(木)
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全般 国/政治経済 原発/東電 自衛隊 米軍/米国 基礎的インフラ 生活/生産の基盤 学界/専門家組織

Fri.
6

May

5月
6日
(金)

・第16回緊急災害対策本部
会議 [W:官邸]

・枝野官房長官,震災後に相
次いで立ち上げた組織を
見直すと発表。「本部」が
乱立し,指揮命令系統が不
明確との批判を受けて [A]

・天皇・皇后,岩手県釜石市
や宮古市を訪問。被災状
況等を聴取し,被災者にお
見舞い [皇室; 51]

・東電,福島第1原発1号機での「水
棺」に向けて,原子炉圧力容器へ
の注水量を毎時6トンから8トン
まで増やす [A]

・文科省, 福島第1原発の北方約37
キロの海底の土から,放射性物質
のセシウム137が1キロあたり93・
9ベクレル検出されたと発表 [A]

・鹿野農水相,東電が原子力損害賠
償紛争審査会に要望書を出して
いたことを強く批判 [A]

・「脱原発」を求める東電の株主た
ちが東電本社を訪問。福島第1原
発の事故をめぐる賠償について
同社の支出が不十分な一方,役員
報酬のカット幅が小さすぎると
主張 [A]

・日本原子力発電, 敦賀原発2号機
で1次冷却水中の放射性物質濃度
が上昇しているため, 原子炉を7
日に停止すると発表 [A]

06:15原子力:陸自第12旅団が福島第1原発30km圏
内で捜索を開始 [SDF]

06:30原子力:陸自第13旅団が福島第1原発20km圏
内で捜索を開始 [SDF]

06:30 陸自:第5旅団が石巻市にて給食支援を開
始 [SDF]

06:50 空自:中空派遣隊(松島)が給水支援を開
始 [SDF]

07:00 空自, 中空派遣隊(松島)が捜索活動, 物流管
理支援を開始 [SDF]

07:00陸自:第14旅団が石巻市及び女川町にて救護
支援を開始 [SDF]

07:19 空自:北空派遣隊(山田)が捜索活動を開
始 [SDF]

07:30 空自:北部航空音楽隊(三沢)が岩手県大槌町
三陸園等で慰問演奏 [SDF]

07:40 原子力:陸自第6師団が福島第1原発30km圏
内で捜索を開始 [SDF]

07:50 空自:中空派遣隊(松島)が医療支援を開
始 [SDF]

07:55空自:北空派遣隊(山田)が給食支援,輸送支援
を開始 [SDF]

08:00 陸自:第2施設団が石巻市にて道路啓開を開
始 [SDF]

08:15海自:「すおう」が気仙沼大島の被災者に精
米等の支援物資を輸送 [SDF]

08:25 空自:航空救難団(千歳, 三沢)U-125A×1機,
UH-60J×1機が捜索活動を開始 [SDF]

08:27海自:第21航空群ヘリが被災地周辺での捜索
救難飛行を実施 [SDF]

08:30 陸自:第13旅団が南三陸町, 東松島市にて捜
索,瓦礫除去等の作業を開始 [SDF]

08:58 海自:第4航空群固定翼機が被災地周辺での
捜索救難飛行を実施 [SDF]

09:20 原子力:陸自第6特科連隊, 第6高射特科大隊
が福島第1原発20km圏内で捜索活動を開始 [SDF]

09:20 陸自:第6師団が富岡町にて捜索活動を開
始 [SDF]

09:30陸自:第13旅団が浪江町棚塩地区にて捜索活
動を開始 [SDF]

10:00 原子力:陸自第44普通科連隊が福島第1原発
20km圏内で捜索活動を開始 [SDF]

10:19海自:「しもきた」が渡波地区の被災者25名
に入浴支援を,被災者5名に健康相談を実施 [SDF]

11:46 空自:中空派遣隊(松島)が給食支援を開
始 [SDF]

13:00海自:「せとぎり」が宮城県気仙沼市大島沖
にて被災者7名に入浴支援を実施 [SDF]

13:09 空自:航空救難団(千歳, 三沢)U-125A×1機,
UH-60J×1機が捜索活動を開始 [SDF]

15:30海自:横須賀警備隊が宮城県石巻市中央市営
駐車場にて被災者248名に入浴・シャワー支援を
実施 [SDF]

・断水は, 5月6日時点で岩手県2万3千戸,
宮城県4万4千戸。厚労省発表 [A]

・第2回北上川等堤防復旧技術検討会 [W:

東北地方整備局]

・東日本大震災および5月6日までの余震
による土砂災害,青森・岩手・宮城・山
形・福島・栃木・群馬・茨城・千葉の
各県で少なくとも計86件を確認 [W: 国

交省]

・NTT東日本, 復旧活動によりフレッ
ツ光のり障回線数が2,300回線まで減
少 [W: NTT東日本]

・シャープ,堺市と亀山市のテレビ用大
型液晶パネル工場で5月16日から生産
再開する方針 [A]

・農水省,岩手・宮城・福島の在住者・在
勤者を対象に, 普及指導員資格試験受
験希望者の願書提出締切の延長などの
措置 [W:内閣府]

・日本造園学会,復興支援緊急調査の
一環として,宮古チーム(東大風致研
を中心とするチーム)が岩手県宮古
市を調査。5月10日まで [W: 日本造園

学会]

・日本造園学会,復興支援緊急調査の
一環として, 仙台チーム(関西支部・
東北支部を中心とするチーム)が仙
台市若林区・宮城野区・青葉区・太
白区を調査。5月8日まで [W:日本造園

学会]

・国立感染症研究所感染症情報セン
ター, 「被災地あるいは被災により
避難中の小児における定期予防接種
の考え方(第1報)――自治体担当者
および接種医の皆様へ」を発表 [W:

国立感染症研究所]

・日本原子力研究開発機構,福島支援
本部を設置 [W: 日本原子力研究開発機構

先端基礎研究センター]

・日本原子力研究開発機構, 5月6日付
けで「福島支援本部」を新設 [W: 日

本原子力研究開発機構]

Disaster, Infrastructure and Society : Learning from the 2011 Earthquake in Japan No.1 2011

258 (246)



市民社会 原発事故の影響 文化/風俗/メディア 東京圏/計画停電 福島県 宮城県 岩手県 海外動向

・脱原発・東電株主運動のメ
ンバーが東電本社を訪問。
原発事故の賠償について
企業としての責任をまっ
とうすることを要求 [A]

・文科省,福島第1原発の北
方約37キロの海底の土か
ら放射性セシウムを検出
した発表 [A]

・文科省,福島第1原発から
80キロ圏内の地表の汚染
マップを初めて公開 [A]

・文科省と水産庁, 放射能
汚染の監視強化のため,
観測地を48地点から105
地点に倍増すると発表 [A]

・福島県飯舘村の菅野村長,
農水省を訪問。鹿野農水
相に対し,国家プロジェク
トとしての土壌浄化を進
めるよう要請 [A]

・農水省,放射性物質に汚染
された農地や牧草地の土
壌改良について,早ければ
月内に着手することを表
明 [A]

・原子力安全・保安院, 浜
岡原発を含む全国の原発
で短期的な「緊急安全対
策」は適切にとられたと
判断 [A]

・菅首相, 浜岡原発につい
て, 定期検査中の3号機や
稼働中の4・5号機も含め
て全ての原子炉を停止す
るよう中部電に要請。「東
海地震に十分耐えられる
よう,防潮堤など中長期対
策が完成するまで浜岡原
発はすべて止める」 [A]

・中国電力,福島第1原発事
故をうけての島根原発1・
2号機の津波対策につい
て,経産相から認可された
ことを発表 [A]

・九州電力,川内原発1号機
の定期検査を5月10日か
ら始めると発表 [A]

・東北大学, 1ヶ月遅れで入
学式を開催。学部・研究
科ごとに簡略化 [A]

・神奈川県, 県職員の児童心理司2人と民間障害者支援施設
の相談支援専門員4人を宮城県に派遣すると発表。いずれ
も9日に現地入り予定。 [KS]

・神奈川県企業庁,東日本大震災で被災し県内で避難生活を
送っている県営水道利用者に対し,水道料金の基本料金を
免除すると発表 [KS]

・神奈川県茅ケ崎市,東日本大震災発生をうけ防災対策を強
化。従来の防災対策を見直し,課題を解決するために各部
局が500以上の方策を計画的に実行。市民安全部などの体
制も充実させ,防災機能の底上げ図る [KS]

・群馬県,前橋・高崎・館林3市で採取された牧草から国の基
準値を超える放射性セシウムがを検出したと発表 [J]

・福島県飯舘村の菅野村長,農水省を訪問。
鹿野農水相に対し, 国家プロジェクトと
しての土壌浄化を進めるよう要請 [A]

・福島県産タケノコの放射性物質, 6市町村
で基準値を超える [FP]

・浪江町で5月6日に採取した土壌から, 1キ
ログラムあたり78万ベクレルの放射性物
質を検出 [FP]

・福島県,計画的避難区域内の牛9330頭の
うち716頭を区域外に移動。残り8614頭
は出荷,食肉用で対応 [FP]

・福島県内で5月6日時点に着工済み(着工
決定含む)の応急仮設住宅は9355戸。7月
末までに14000戸, 7月末以降に10000戸
の計24000戸を完成させる [FP]

・双葉町, 5月6日までに白河市に300戸程
度の仮設住宅を建設したい意向を鈴木
市長に表明。着工時期や正確な戸数は未
定 [FP]

・福島県,二本松市に仮設住宅59戸の新規
着工を発表。 [FP]

・福島県, 民間の賃貸住宅に入居している
避難者への賃料補助について, 現在の上
限6万円から引き上げる方針を5月6日ま
でに固めた [FP]

・東日本大震災に伴う福島県内の公立学校
の施設被害額,約345億円に [FP]

‐双葉町, 埼玉県加須市に避難している児
童・生徒の心のケアを目的として, 転入
学先の小中学校に教諭6名を配置 [FP]

‐中古車価格が上昇し前年同月比+5%。
震災被災地での品薄と生活立て直しのた
め軽自動車・小型車の需要が増加したこ
と等による [FP]

‐日本司法支援センター(法テラス)などが
行っている無料法律相談に3000件を超え
る相談 [FP]

・仙台銀行, 2011年3月期連結
決算の業績予想を下方修正。
純損失の見通しが昨年11月
時点の24億円から68億円に
拡大 [A]

・七ケ浜町の小中学校5校のう
ち,被災した児童生徒がいる
4校で震災後初となる給食が
再開 [W:河北新報]

・東北大学, 1ヶ月遅れで入学
式を開催。学部・研究科ご
とに簡略化 [A]

・陸前高田市などを除く沿岸9
市町村,県の緊急雇用創出事
業で計約2800人の雇用を計
画していることが判明。漁
港のがれきの片付けや役所
の事務補助などが主で,雇用
期間は3カ月から1年程度ま
で [W:岩手日報]

・大槌町,仮設工場・仮設店舗
の説明会を町役場仮庁舎で
開催 [W:河北新報]

・天皇・皇后, 岩手県釜石市
や宮古市を訪問。被災状況
等を聴取し,被災者にお見舞
い [皇室; 51]

・天皇・皇后,羽毛田信吾宮内
庁長官を通じて,達増県知事
に被災者支援の金一封を送
る [IN]

・韓国:教育科学技術省, 韓国
内で稼働している原発21基
などの安全強化策を発表。
非常ディーゼル発電機や排
水ポンプなどを全原発に設
置 [A]

・中国:上海国際問題研究院日
本研究センター副主任・廉徳
瑰の論説「震災後の三位不
一致」が解放日報に掲載 [RJ]

Fri.
6

May

5月
6日
(金)
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全般 国/政治経済 原発/東電 自衛隊 米軍/米国 基礎的インフラ 生活/生産の基盤 学界/専門家組織

Sat.
7

May

5月
7日
(土)

・東日本大震災復興構想会
議検討部会,第4回会合 [W:

内閣官房]

・東日本大震災復興構想会
議検討部会, 5月上旬に予
定していた構想会議への
提言を当面見送ることを
確認 [A]

・皇太子夫妻, 埼玉県の三
郷市立瑞沼市民センター
を訪問。避難者をお見舞
い [皇室; 51]

・福島第1原発3号機の圧力容器下
部の温度が5月7日午前5時時点で
149.6度, 4月下旬と比べ40度近く
高い。東電は3号機について注水
の配管経路を変更すると発表 [A]

・東電,福島第1原発1号機原子炉建
屋内に設置した放射性物質除去
装置が稼働し,空気中の放射性物
質が減っていると発表 [A]

・原子力災害対策本部, 福島第1原
発から30キロ以上離れた海域で
の漁業を認めるとする基準を設
定。海水などの放射性物質の検
査結果から漁業者の被曝量は限
度以下と判断。海域の安全基準
の設定は初 [A]

04:30陸自:第13特科隊が福島西部にて給食支援を
開始 [SDF]

07:00空自:中空派遣隊(松島)が捜索活動,物流管理
支援を開始 [SDF]

07:00 陸自:第2施設団が女川町にて捜索活動を開
始 [SDF]

07:03 空自:中空派遣隊(松島)が給水支援を開
始 [SDF]

07:40 空自:中空派遣隊(松島)が医療支援を開
始 [SDF]

07:40原子力:陸自第12旅団が福島第1原発30km圏
内で捜索活動を開始 [SDF]

07:45 原子力:陸自第12後方支援隊が福島第1原発
30km圏内で巡回診療を開始 [SDF]

07:55 原子力:陸自第30普通科連隊が福島第1原発
20km圏内で捜索活動を開始 [SDF]

08:00 空自:北空派遣隊(山田)が生活支援活動を開
始 [SDF]

08:07 空自:北空派遣隊(山田)が復旧支援活動を開
始 [SDF]

08:20陸自:第15普通科連隊が石巻市にて捜索活動
を開始 [SDF]

08:25海自:第21航空群ヘリが被災地周辺での捜索
救難飛行を実施 [SDF]

08:26 海自:第2航空群固定翼機が被災地周辺での
捜索救難飛行を実施 [SDF]

08:26 空自:北空派遣隊(山田)が給食支援を開
始 [SDF]

08:30 原子力:陸自中央即応集団が福島第1原発
20km圏内で捜索活動を開始 [SDF]

08:30陸自:第12施設群が気仙沼市にて捜索・瓦礫
撤去等を開始 [SDF]

08:54原子力:陸自第13旅団が福島第1原発20km圏
内で捜索活動を開始 [SDF]

08:57 原子力:陸自第6特科連隊, 第6高射特科大隊
が福島第1原発20km圏内で捜索活動を開始 [SDF]

09:03陸自:第50普通科連隊が石巻市にて捜索活動
を開始 [SDF]

10:00 原子力:陸自第44普通科連隊が福島第1原発
20km圏内で捜索活動を開始 [SDF]

11:25海自:第21航空群ヘリが被災地周辺での捜索
救難飛行を実施 [SDF]

11:27 空自:中空派遣隊(松島)が給食支援を開
始 [SDF]

12:00 空自:航空救難団(千歳, 松島)U-125A×1機,
UH-60J×1機が捜索活動を開始 [SDF]

15:15海自:横須賀警備隊が宮城県石巻市中央市営
駐車場にて被災者238名に入浴・シャワー支援を
実施 [SDF]

16:30海自:「ぶんご」乗艦の移動衛生班が桂島の
被災者20名に診療支援及び健康相談を実施 [SDF]

・日本弁護士連合会, 5月6日に「エネ
ルギー政策の抜本的な転換に向け
た意見書」をとりまとめ, 5月7日付
で首相, 経産相, 環境相に宛てて提
出 [W:日本弁護士連合会]

・日本発達障害ネットワーク(JDD), 5
月7～13日に岩手県と宮城県へ専門
家チーム第2陣を派遣して視察 [W:

臨床発達心理士会]

・東日本大震災復興構想会議検討部
会,第4回会合 [W:内閣官房]

・東日本大震災復興構想会議検討部
会, 5月上旬に予定していた構想会
議への提言を当面見送ることを確
認 [A]
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・ピープルズ・プラン研究
所,「大震災後の日本――
どこに向かっての「復興」
なのか」と題した討論会を
開催 [W:ピープルズ・プラン]

・「仙台キリスト教連合」を
母体とした超教派の「被
災支援ネットワーク」と
仏教団体による「心の相
談室」,発足記念会 [A]

・東京・杉並から子どもと避
難した母親,一人で「ママ
は原発いりませんパレー
ド」を企画。福岡市で毎
週土曜日に街頭で行進 [A]

・東京・渋谷で「原発廃止」
を訴えるデモ。素人の乱
らが呼びかけ。主催者発
表で1万5千人が参加 [A]

・文科省, 福島県内の中学
校1校の校庭で, 放射線量
が基準の毎時3.8マイクロ
シーベルトを超えたと発
表 [A]

・原子力災害対策本部, 福
島第1原発から30キロ以
上離れた海域での漁業を
認めるとする基準を策定。
海域の安全基準の設定は
初 [A]

・中部電力,臨時取締役会を
開き,政府からの浜岡原発
全炉停止要請について協
議。結論は出ず [A]

・オリエンタルランド, 2011
年3月期連結決算で, 震災
にともなう特別損失を97
億円と計上。休業中の従
業員給与,施設の修繕や商
品の廃棄など [A]

・キリンホールディングス,
2011年1～3月期連結決算
で,震災による特別損失を
51億円と計上。津波によ
る商品の被害のほか,広告
料が発生したままACジャ
パンの公共広告に差し替
えたことを損失に計上 [A]

・皇太子夫妻, 埼玉県の三郷市立瑞沼市民センターを訪問。
避難者をお見舞い [皇室; 51]

・千葉県浦安市で,東日本大震災で傷ついた街の復興を願っ
て元気を出そうと,香取・旭市などの生産者や商店主らを
招いた交流イベント「5月浦安復活祭!」が開催 [A]

・茨城県内の市町村で唯一,一部断水が続いていた神栖市で,
断水が解消 [I]

・美大の学生や若手の美術関係者による「Artist’s Action
for JAPAN(AAfj)～1枚の絵からはじめよう」,茨城県つく
ば市で5月7・8日に開催 [I]

・群馬県の中之条町ふるさと交流センターつむじで,南相馬
市の住民らがキッチンカーで南相馬の郷土料理を調理・販
売する「はれのひ食堂」を開催。5月8日まで [J]

・高崎経済大の学生・教員による東日本大震災復興支援「た
かさき架け橋プロジェクト」,福島県南相馬市などから被
災者受け入れる群馬県片品村片品小で実施 [J]

・文科省, 福島県内の中学校1校の校庭で,
放射線量が基準の毎時3.8マイクロシー
ベルトを超えたと発表 [A]

・いわき市小名浜港や相馬市相馬原釜漁港
など, 沿岸部で漁船引き上げなど復興作
業が本格化 [FP]

・福島・宮城・茨城の主要国公立大学が受
けた研究設備などの被害額は900億円を
超える。福島県内では福島県立医科大学
で7000万円, 福島大学で4000万円, 会津
大学で1000万円 [FP]

‐飲料・食品業界では, 福島第1原発事故
をうけ, 独自検査に踏み切る動きが広が
る [FP]

・東京・八重洲の福島県八重洲観光交流館
で, 4月の売上高は約4000万円。前年同期
と比べて約10倍に増加 [FP]

・宮城県沖合底引き網漁協所
属の漁船13隻, 2カ月ぶりに
漁を再開 [W:河北新報]

・気仙沼市唐桑町で,カキの養
殖作業が再開 [W:河北新報]

・世界遺産登録を目指す「平泉
の文化遺産」について,ユネ
スコ世界遺産センターの諮
問機関・国際記念物遺跡会
議(イコモス)は,「登録」を勧
告(現地時間6日)。小笠原諸
島とともにユネスコの世界
遺産に登録される見通し [W:

朝日新聞]

・日本造園建設業協会県支部
など,津波を受けながら奇跡
的に残った陸前高田市の名
勝,高田松原の「一本松」に
ついて,海水の浸入を防ぐ工
事など今後の対策をとりま
とめ [W:岩手日報]

・旧山古志村元村長の長島衆
議院議員,岩手県大槌町内の
避難所を訪問 [A]

Sat.
7

May

5月
7日
(土)
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Sun.
8

May

5月
8日
(日)

20:00過ぎ 東電, 福島第1原発1号機
タービン建屋で二重扉を開放。
建屋内の放射性物質が外部に放
出された [A]

・午後福島第1原発1号機建屋内に
作業員が入り, 原子炉の冷却シ
ステムづくりに向けた作業を開
始 [A]

・東電, 福島第1原発の敷地内や周
辺の海で4月18日に採取した土や
海水から放射性物質ストロンチ
ウム90を初めて検出したと発表。
今後,文科省が海洋のストロンチ
ウムを調査 [A]

・福島県,郡山市の下水汚泥などか
ら高濃度の放射性セシウムが検
出されたことをうけて県内の19
施設を調査。うち18施設で放射
性セシウムを検出 [A]

06:28 空自:中空派遣隊(松島)が沐浴支援を開
始 [SDF]

07:00 空自:中空派遣隊(松島)が捜索救助活動を開
始 [SDF]

07:03 空自:中空派遣隊(松島)が物流管理支援を開
始 [SDF]

07:30 空自:中空派遣隊(松島)が給水支援を開
始 [SDF]

07:55 空自:航空救難団(千歳, 松島)U-125A×1機,
UH-60J×1機が捜索活動を開始 [SDF]

08:05 空自:北空派遣隊(山田)が復旧支援活動を開
始 [SDF]

08:05陸自:第50普通科連隊が石巻市にて捜索活動
を開始 [SDF]

08:09 原子力:陸自中央即応集団が20km圏内で捜
索活動を開始 [SDF]

08:20 空自:北空派遣隊(山田)が給食支援を開
始 [SDF]

08:20 原子力:第44普通科連隊が20km圏内で捜索
活動を開始 [SDF]

08:25海自:第21航空群ヘリが被災地周辺での捜索
救難飛行を実施 [SDF]

08:30陸自:第12施設群が気仙沼市にて捜索・瓦礫
撤去等を開始 [SDF]

08:50 原子力:第13旅団が20km圏内で捜索活動を
開始 [SDF]

08:58 海自:第4航空群固定翼機が被災地周辺での
捜索救難飛行を実施 [SDF]

09:00 空自:北空派遣隊(山田)が生活支援活動を開
始 [SDF]

09:00 陸自:第13施設隊が南三陸町, 東松島市にて
捜索・瓦礫撤去等を開始 [SDF]

09:05海自:「おおなみ」搭載ヘリが桂島の被災者
に食料品を輸送 [SDF]

09:05 原子力:陸自第6特科連隊, 第6高射特科大隊
が福島第1原発20km圏内で捜索活動を開始 [SDF]

09:14海自:「おおなみ」搭載ヘリが野々島の被災
者に食料品を輸送 [SDF]

09:39海自:「おおなみ」搭載ヘリが寒風沢島の被
災者に食料品を輸送 [SDF]

10:55海自:第21航空群ヘリが被災地周辺での捜索
救難飛行を実施 [SDF]

13:30 空自:航空救難団(千歳, 松島)U-125A×1機,
UH-60J×1機が捜索活動を開始 [SDF]

15:15海自:横須賀警備隊が宮城県石巻市中央市営
駐車場にて被災者283名に入浴・シャワー支援を
実施 [SDF]

・海江田経済相,東電管内の電力不足を
補うため, 関西電力から電力の支援を
受ける考えを示す [A]

・警察庁,死亡から日数が経った遺体の
身元確認のため, DNA鑑定のうち従来
のSTR法に加えてSNP法の使用を検討
との報道 [A]

・厚労省,福島・岩手・宮城3県のすべて
の仮設住宅に原則として仮設診療所を
整備する方針を決定 [FP]

・国交省,津波で浸水した市街地の調
査を大学・専門家に委託。対象は青
森・岩手・宮城・福島・茨城・千葉
の6県62市町村。地盤の状態や堤防
の被害を調べ「住める地域」, 「防
災対策をすれば住める地域」, 「住
めない地域」に分類する結果を8月
にまとめる見通し,との報道 [A]
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市民社会 原発事故の影響 文化/風俗/メディア 東京圏/計画停電 福島県 宮城県 岩手県 海外動向

・読み聞かせボランティア,
岩手県大船渡市にて, 平
泉をテーマにした紙芝居
「みんな なかよし ひらい
ずみ」を披露。戦いで荒
れた地に新しい街を築く
内容 [A]

・全国社会福祉協議会に
よると, 震災発生から4月
28日までに東北3県に入
ったボランティアは延べ
17万5千人との報道。4月
29日から5月3日までの5
日間で4万3千人 [A]

・名古屋で母の日に「卒原
発」デモ。約1500人が参
加 [A]

・菅首相,浜岡原発以外の全
国の原発については運転
停止を求めない考えを表
明 [A]

・中部電力の水野社長,海江
田経産相と電話会談。原
子力安全・保安院の評価
を得次第,停止した原発を
再開できることなど5項目
を確認 [A]

・海江田経産相,静岡県御前
崎市の石原茂雄市長に対
し, 「(浜岡原発)全炉停止
でも現在の交付金は全額
を維持する」との意向を
伝える [A]

・細野首相補佐官,浜岡原発
が停止された場合でも,地
元自治体に通常の8割以上
の電源立地地域対策交付
金を支払う考えを表明 [A]

・福島県内の学校では,連休
中,原発事故で放射性物質
の降り注いだ校庭の表土
の除去工事。処分場所は
未だ決まらず [A]

・福島県, 放射性物質に関
する国のを基準を超えた
県内5カ所の公園のうち,
4公園で基準を下回ったと
して利用制限を解除 [A]

・福島市の福島大付属幼稚
園にて,園庭の表層の土を
50センチ下の土を入れ替
える実験 [A]

・原発事故にともなう賠償
の枠組みを協議する関係
閣僚会議(官房長官, 財務,
経産,文科など),首相官邸
で開催 [A]

・国際陸上競技連盟(IAAF)
公認のワールドチャレン
ジ大会第3戦, 被災者を支
援するチャリティー大会
という位置づけで等々力
陸上競技場(神奈川県川崎
市)で開催 [A]

・オウム真理教幹部に殺害
された坂本弁護士の友人
ら,宮城県名取市閖上で鎮
魂の野外コンサート「愛
とヒューマンのコンサー
ト」を開催 [A]

・日本青年会議所関東地区茨城ブロック協議会,茨城県つく
ば・土浦の両市で東日本大震災復興支援の街頭募金活動を
実施 [I]

・茨城県神栖市波崎の手子后神社で,臨時大祓式と東日本大
震災復興祈願祭が行われ,氏子のはさき漁業協同組合員ら
約90人が参加 [S]

・栃木県内最大級のマラソン大会「第31回鹿沼さつきマラソ
ン大会」,鹿沼市の御殿山公園をメーン会場に開催 [S]

・福島県, 県内の下水処理施設の放射線量
などの調査結果を発表。周辺環境に大
きな影響を及ぼしている施設はなかっ
た [FP]

・福島県, 放射性物質に関する国のを基準
を超えた県内5カ所の公園のうち, 4公園
で基準を下回ったとして利用制限を解
除 [A]

・福島市の福島大付属幼稚園にて, 園庭の
表層の土を50センチ下の土を入れ替える
実験 [A]

・文科省,校庭などの線量を低減させる「上
下置換工法」の実地検証を行い,線量が9
割減少することを確認 [FP]

・岡田幹事長, 飯舘村を訪問。全村避難を
基本としながら, 例外的な問題にも柔軟
に対応する考えを示した [FP]

・震災2ヶ月後の避難生活者は福島県内外
で約5万9000人。体育館など1次避難が
8714人, 旅館など2次避難が16251人, 県
外44都道府県に34057人 [FP]

・飯舘村, 週内に一部世帯から計画避難を
開始することを決定 [A]

‐福島県, 計画的避難区域の飯舘村と川俣
町の住民意向をふまえ, 仮設住宅の建設
やホテル・旅館などの2次避難場所の確
保を本格化 [FP]

・郡山市のビッグパレットふくしま北側市
有地で, 富岡町と川内村の避難者向け仮
設住宅建設が本格的に始動 [FP]

・水産庁, 5月8日までに,原子力安全委員会
の助言に基づき福島第1原発から半径30
キロ圏外海域で漁業者の操業や海中のが
れき撤去作業が可能とした [FP]

‐水産庁, 福島県を含む7道県を中心にし
た被災地の水産関係復旧対策費用として
総額2153億円を国の一次補正予算に盛り
込む [FP]

・広野町上北迫の国道6号, 5月8日までに応
急復旧作業を終え, 片側一車線の対面交
通が可能に [FP]

・大型連休中に福島県災害ボランティアセ
ンターの紹介を受けて県内で活動した人
数は, 5月8日までに15000人を超え, GW
前の約3倍 [FP]

・宮城県沖合底引き網漁協所
属の漁船13隻, 塩釜港に入
港。一部の船が水揚げ [W:河

北新報]

・プロ野球東北楽天,日本製紙
クリネックススタジアム宮
城での西武戦に,仙台市と名
取市で避難生活を送る人た
ちを招待 [W:河北新報]

・オウム真理教幹部に殺害さ
れた坂本弁護士の友人ら,宮
城県名取市閖上で鎮魂の野
外コンサート「愛とヒューマ
ンのコンサート」を開催 [A]

・岩手県, 県内の漁港海岸(水
産庁所管の海岸)の防災施設
の被害状況を公表。防潮堤
は津波のために総延長39・4
キロメートルの約64%に当
たる25・3キロメートルが損
壊 [W:岩手日報]

・断水した陸前高田市内の避
難所で,消毒用のエタノール
が効かない芽胞形成菌が多
数確認されたことが,静岡県
立大の内藤博敬助教(微生物
学)の調査で判明 [W:岩手日報]

・陸前高田市災害ボランティ
アセンター,大型連休の最終
日,被災者からの依頼に対し
て約500人の人手不足に。ボ
ランティアの人数が減る一
方,大型連休中に多数の活動
があったことで周知が進み,
増加した依頼に追いつかな
くなった [W:岩手日報]

・読み聞かせボランティア,岩
手県大船渡市にて, 平泉を
テーマにした紙芝居「みん
ななかよしひらいずみ」を
披露。戦いで荒れた地に新
しい街を築く内容 [A]

・中国/台湾:第7回「両岸経貿
文化論壇」,中国・成都で閉
会。19項目の共同決議が合
意され,「核能安全協力」が
初めて含まれる。具体的に
は, 情報の相互通知, 専門機
関の連携,緊急事故の管理と
安全確保に関する技術交流
など [LT]

・ASEAN首脳会議(インドネ
シア・ジャカルタ),原子力関
連施設の事故が国境を越え
て影響をもたらす危険性を
議長声明で指摘し,原発導入
に際しては情報共有と透明
性確保に務めIAEA(国際原
子力機関)の安全基準を適用
することで合意 [A]

Sun.
8

May

5月
8日
(日)
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全般 国/政治経済 原発/東電 自衛隊 米軍/米国 基礎的インフラ 生活/生産の基盤 学界/専門家組織

Mon.
9

May

5月
9日
(月)

・菅政権の被災者支援策の
取り組み方針案が判明。
2011年度第一次補正予算
を踏まえ, 今後3カ月間の
具体策を列挙 [A]

・被災者生活支援特別対
策本部が被災者生活支援
チームに名称変更 [W: 内

閣府]

・民主党石井副代表,連休中
にゴルフをして批判を受
けた責任を取り東日本大
震災対策本部副本部長を
辞任 [A]

・自民・公明両党,菅首相が
野党に参加を呼び掛ける
「復興実施本部」に参加し
ない方針を固める [A]

・日銀, 4月6日～7日に開い
た金融政策決定会合の議
事要旨を公表 [A]

・日銀, 被災地金融機関へ
の第1回低金利融資を17
日に実施すると発表 [A]

・福島第1原発1号機原子炉建屋に
作業員が入り,冷却システム導入
に向けた現場確認を実施。炉内
の水位計や圧力計を調整する作
業に入るため,放射線を遮る板を
一部で設置 [A]

・東電の清水社長, 福島県田村市・
川俣町・飯舘村・南相馬市を訪れ
首長らに謝罪。清水社長が福島
第1原発周辺自治体への謝罪に同
県を訪れたのは3度目 [A]

・日本経団連, 清水副会長(東電社
長)の辞任申し出を了承したと発
表 [A]

・大阪・西成のあいりん地区(釜ケ
崎)で求職した60代の男性が, 求
人内容とは異なる福島第1原発敷
地内での作業に従事させられて
いたことが判明 [A]

05:00原子力:陸自中央特殊武器防護隊が福島第1原
発20km圏内にてモニタリング支援を開始 [SDF]

06:00陸自:第5後方支援隊が新浜,泊浜及び寄磯小
学校にて巡回診察等を開始 [SDF]

06:15 空自:中空派遣隊(松島)が沐浴支援を開
始 [SDF]

06:50 空自:中空派遣隊(松島)が給水支援を開
始 [SDF]

06:57 空自:中空派遣隊(松島)が物流管理支援を開
始 [SDF]

07:00 空自:中空派遣隊(松島)が捜索救助活動を開
始 [SDF]

07:05陸自:第12旅団が南相馬市にて捜索活動を開
始 [SDF]

07:10陸自:第12後方支援隊が相双保健所にて救護
支援活動を開始 [SDF]

07:19 空自:航空救難団(秋田)のUH-60J×1機が捜
索活動を開始 [SDF]

07:20 陸自:第41普通科連隊が気仙沼市にて給水,
給食及び入浴支援を開始 [SDF]

07:26 陸自:第5飛行隊が十勝～丘珠～八戸～反町
間での人員空輸を開始 [SDF]

07:28 空自:航空救難団(秋田)のU-125A×1機が捜
索活動を開始 [SDF]

07:43 空自:中空派遣隊(松島)が医療支援を開
始 [SDF]

07:45陸自:第5特科隊が鹿妻小学校等にて給水,給
食及び入浴支援を開始 [SDF]

07:50 陸自:第5施設隊が湊地区にて道路啓開及び
瓦礫除去作業を開始 [SDF]

08:00 陸自:第4施設大隊が南三陸町等にて瓦礫除
去作業を開始 [SDF]

08:00 陸自:第4普通科連隊が鮎川地区及び給分地
区にて捜索活動を開始 [SDF]

08:23海自:第21航空群ヘリが被災地周辺での捜索
救難飛行を実施 [SDF]

08:30 海自:第2航空群の固定翼機が被災地周辺で
の捜索救難飛行を実施 [SDF]

08:30 空自:北空派遣隊(山田)が給食支援を開
始 [SDF]

08:30陸自:第12施設群が気仙沼市にて捜索活動及
び瓦礫除去作業を開始 [SDF]

08:30 陸自:第40普通科連隊が南三陸町にて給水,
給食及び入浴支援を開始 [SDF]

08:30 陸自:第6普通科連隊が蛤浜地区にて物資輸
送を開始 [SDF]

09:22 陸自:第5戦車大隊が蛤浜地区にて物資輸送
を開始 [SDF]

10:05海自:「のと」が函館から大湊へ陸自トラッ
ク2台及び灯油ドラム缶96本を輸送 [SDF]

10:47 空自:那覇ヘリ空輸隊のCH-47J×1機が救援
物資を空輸 [SDF]

11:30陸自:第6特科連隊及び第6高射特科群が福島
県富岡町にて捜索活動を開始 [SDF]

13:00空自:航空救難団(秋田)のU-125A×1機, UH-
60J×1機が捜索活動を開始 [SDF]

14:07 空自:北空派遣隊(山田)が復旧支援活動を開
始 [SDF]

15:25 海自:横須賀警備隊が石巻市中央市営駐車
場にて被災者261名に入浴・シャワー支援を実
施 [SDF]

・総務省, 被災地における通信・放送イ
ンフラの復旧・復興を支援するため,
東北総合通信局に「東日本大震災復興
対策支援室」を設置。 [W:内閣府]

・アサヒビール,操業停止中の福島工場
を6月中に再開させる方針発表 [A]

・クレハ,震災で操業を停止していたい
わき事業所(いわき市鏡町)で生産を再
開 [FP]

・三菱電機,震災で操業を停止していた
郡山工場(郡山市)を5月10日から順次
再開すると発表 [FP]

・環境省,コンクリートくず等の災害廃
棄物を安定型産業廃棄物最終処分場に
おいて処理する場合の手続の簡素化に
ついて,省令を制定 [W:内閣府]

・日本都市計画学会, 第1回東日本大
震災連続まちづくり懇話会を主催。
都市計画コンサルタント協会・日本
都市計画家協会が共催 [W:日本都市計

画学会]

・関東学院大学の若松教授,過去1600
年間に全国150カ所で地盤の液状化
が繰り返し発生しており, 最大11回
繰り返した地域もあったとする研究
をまとめる [A]

・成年後見センター・リーガルサポー
ト, 東日本再震災の被災者・避難者
を対象に,無料電話相談を開始 [W:成

年後見センター・リーガルサポート]

・第2回被災者健康支援連絡協議会,日
本医師会館にて開催 [W:日本薬剤師会]

・日本トラウマティック・ストレス学
会, 「被災された方に対するトラウ
マケアの基本的な原則について」を
公表 [W: 日本トラウマティック・ストレス

学会]

・放射線医学総合研究所, 5月10日開
始予定の警戒区域へ一時立入に際
し, 医師・看護医師・看護放射線管
理の専門家など職員5名を派遣する
ことを発表 [W:放射線医学総合研究所]

・日本原子力学会, プレスリリース
「福島第一原子力発電所事故からの
教訓」を発表 [W:日本原子力学会]

・日本原子力学会,「被曝による健康
への影響と放射線防護基準の考え
方」と題した記事を発表 [W:日本原子

力学会]

・科学技術振興機構, 3月23日から5月
8日まで日本科学未来館ホームペー
ジ上で紹介してきた「科学コミュ
ニケーターとみる東日本大震災(地
震・原発をよみとく,未来館質問箱)」
の情報を, テーマごとにまとめ直し
た特設サイトを公開 [W: 科学技術振興

機構]

・日本学術会議の被災地域の復興グ
ランド・デザイン分科会,第2回会議
を開催 [W:日本学術会議]
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市民社会 原発事故の影響 文化/風俗/メディア 東京圏/計画停電 福島県 宮城県 岩手県 海外動向

・中部電力,菅首相の要請を
受け入れ,浜岡原発の全炉
を数日中に停止すること
を臨時取締役会で決定 [A]

・宮城県女川町の安住町長,
東北電力女川原発を「基
本的にはぜひ再開しても
らいたい」との意向を述
べる [A]

・宮城県石巻市の亀山市長,
想定外の災害にも対応で
きるという条件付きで女
川原発の再開に一定の理
解を示す [A]

・川内原発(鹿児島県)の3号
機増設計画について,地元
のJA北さつまや県農民政
治連盟支部など農協系4団
体が九州電力に「凍結」を
要請 [A]

・民主党の原発事故影響対
策プロジェクトチーム,原
発事故の損害賠償につい
て迅速,十分な補償を可能
にする仕組みの早急な確
立を政府に求める緊急提
言をとりまとめ [A]

・原子力安全・保安院と環
境省,放射能で汚染された
がれきの調査を開始 [A]

・福島県二本松市・本宮市・
大玉村が,校庭に穴を掘り
放射性物質を浴びた表土
を埋めて処理することを
発表 [A]

・日本原子力学会, 原子力
安全委員会を独立させ,経
産省原子力安全・保安院
と文科省の規制部門を統
合・一元化すべきとの提
言を発表 [A]

・日本経団連の米倉氏,菅政
権を批判。「東海地震の
確率論ではわかりかねる。
政治的パフォーマンスだ」
[A]

・電力会社の株価,軒並み下
落 [A]

・経産省,使用済み核燃料な
どの国際的な貯蔵・処分
施設をモンゴルに建設す
る計画をアメリカと共同
で進めていることが判明。
原子炉と廃棄物処理とを
セットにロシア・フラン
スと競争できるような,国
際的な原子力発電所の売
り込みを仕掛けるのが目
的という [LT]

・JR・航空・高速道路各社,
大型連休中の利用状況を
発表。被災地方面への移
動が激減 [A]

・東京都葛飾区,宮城県南三陸町に自転車80台を発送 [A]

・北里大学三陸キャンパス(岩手県)の海洋生命科学部, 震災
で移転した相模原キャンパス(神奈川県)で授業開始 [KS]

・千葉県, 東日本大震災による県内の農地や農業用施設の
被害額が32市町で最大計約137億円に上るとする試算を発
表。地震による被害額としては過去最大。作物被害を含む
と被害額はさらに膨らむ見通し [CN]

・茨城県, 県の3カ所の下水処理場で処理した脱水汚泥と焼
却灰を検査した結果,焼却灰から高い値の放射性セシウム
が検出されたと発表 [I]

・福島第1原発事故の影響で休漁が続いていた茨城県内のシ
ラス漁,再開 [I]

・調理施設損壊で新年度当初から給食を提供できなかった
茨城県内の公立小中学校のうち,水戸市・那珂市・つくば
市の計78校で学校給食が再開 [I]

・茨城新聞文化福祉事業団が茨城新聞の読者らに呼び掛け
募ってきた東日本大震災の義援金が1億円を突破 [I]

・群馬県邑楽町東部の中野沼周辺で,東日本大震災による液
状化現象が確認されたことが5月9日までに判明。町教委
が報告書をまとめ町立図書館などで公開 [J]

・栃木県那須烏山市岩子で仮設住宅20戸が完成,東日本大震
災で自宅が全壊した市民の入居が始まる [A]

・政府,福島県内の8市町村産のタケノコと
コゴミの出荷制限を県に指示 [FP]

・郡山市,放射線量が高かった15の小中学
校について,屋外活動の自粛を解除 [FP]

・福島県内で製造された工業製品の放射線
量測定, 新たに福島市の福島職業能力開
発促進センターで始動 [FP]

・福島県二本松市・本宮市・大玉村が, 校
庭に穴を掘り放射性物質を浴びた表土を
埋めて処理することを発表 [A]

・南相馬市, 全人口に約2割にあたる約
13000人の所在について, 5月9日時点で
を確認できていないことを発表 [FP]

・計画的避難区域に設定された飯舘村, 全
村民約6500人の避難計画を福島県に提
出。県内避難先として1014戸を確保 [FP]

・川俣町, 山木屋地区の乳幼児や妊婦のい
る世帯を対象に町営住宅などへの入居手
続を開始 [FP]

‐時事通信の聞き取り調査によると, 原発
事故で避難している福島県住民の6割が
自宅へ戻ることを希望。6割が移住を望
んでいる津波被災者とは対照的 [FP]

‐農水省の調べによると, 福島県内の計画
的避難区域内の家畜牛について, 全国24
都道府県が受け入れの意向を示している
ことが判明 [FP]

・福島県, 飯舘村内の繁殖牛などの移動に
ついて西郷村や猪苗代町などの公共牧場
で計1100頭の受け入れが可能と報告 [FP]

・常磐自動車道の富岡-山元(宮城)IC間の工
事, 5月9日から再開 [FP]

・福島第1原発事故の避難区域にある県立9
高校, 5月9日以降に順次始業 [A]

・福島県内各地の「サテライト校」で新学
期が始まる [FP]

・原発周辺の市町村, 避難後の窃盗被害を
防止するため, 住民を直接雇用し24時間
体制でパトロールするなど自主防犯を強
化 [FP]

・福島県, 震災後の復興指針となる県復興
ビジョンの検討委員会(座長:福島大学名
誉教授鈴木浩氏)を発足。初会合は5月13
日 [FP]

・東電, 畜産農家や事業者への補償時期に
ついて, 5月末にも支払う方向で検討する
考えを表明 [FP]

・東電の清水社長,福島県田村市・川俣町・
飯舘村・南相馬市を訪れ首長らに謝罪 [A]

・いわき市内のセブンイレブン2店, 5月9日
から移動販売車による営業を開始 [FP]

・アサヒビール, 震災で操業停止中の福島
工場(本宮市)からの出荷を6月末までに再
開する考えを表明 [FP]

・クレハ,震災で操業を停止していたいわき
事業所(いわき市鏡町)で生産を再開 [FP]

・三菱電機, 震災で操業を停止していた郡
山工場(郡山市)を5月10日から順次再開
すると発表 [FP]

・ゴールデンウイークが明け
た5月9日,東日本大震災の被
災地で, ボランティアが激
減 [W:河北新報]

・仙台国税局,税制の震災特例
法について,被災者向けの説
明会を沿岸部で開催 [A]

・女川町の安住町長,東北電力
女川原発を「基本的にはぜ
ひ再開してもらいたい」と
の意向を述べる [A]

・石巻市の亀山市長,想定外の
災害にも対応できるという
条件付きで女川原発の再開
に一定の理解を示す [A]

・気仙沼市, 県が県内5カ所に
設置予定の災害廃棄物の2次
仮置き場について,民有地約
100ヘクタールを使用する方
向で調整していることが判
明 [W:河北新報]

・宮城交通, JR気仙沼線代替バ
ス(志津川-気仙沼)を運行開
始 [W:国交省]

・南三陸町,避難所と町役場仮
庁舎や公立志津川病院の仮
設診療所などを結ぶ臨時無
料シャトルバスの運行を開
始 [W:河北新報]

・東京都教育委員会が宮城県
内の小中高校と特別支援学
校に派遣する教員68人のう
ち61人, 5月9日に着任 [W: 河

北新報]

・岩手県,撤去したがれきを保
管する用地確保のために特
命チームを立ち上げ [A]

・岩手・宮城・福島3県で, 介
護保険適用に必要な「要介
護認定申請」が少なくとも
2960件滞っていることが,岩
手日報の各自治体への取材
で判明 [W:岩手日報]

・三陸鉄道と沿線8市町村, 東
日本大震災で被害を受けた
路線の復旧費と全面復旧ま
での運転資金の支援を県に
緊急要望 [W:岩手日報]

・大槌町,同町上町の役場仮庁
舎で,義援金の申請受け付け
を開始。町は事務処理に限
界があるとして,受け付けを
1日100人に制限 [W:岩手日報]

・大阪府,被災地の後方支援に
取り組む遠野市に現地支援
本部遠野事務所を設置。同
市庁舎西館に府職員3人を常
駐させ,大槌町などに派遣し
ている同府の自治体職員の
活動も支える [W:岩手日報]

・中国:三一重工の中国人エン
ジニア3人を乗せ日本を出発
発した東方航空のMU5361
便, 長沙黄花国際空港に着
陸 [RJ]

・中国:論説「日本の震災孤児
支援は中国を参考にすべき」
チャイナネットに掲載 [RJ]

・中国:論説「震災で春を迎え
た日本の電気自動車」チャ
イナネットに掲載 [RJ]

Mon.
9

May

5月
9日
(月)
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全般 国/政治経済 原発/東電 自衛隊 米軍/米国 基礎的インフラ 生活/生産の基盤 学界/専門家組織

Tue.
10

May

5月
10日
(火)

・菅政権, 震災後の経済政
策指針案をとりまとめ。
TPPへ参加するかの判断
は先送り。インフラ輸出
は再検証後年内に具体像
をまとめる方針。 [A]

・菅政権, 被災地自治体の
選挙に関して,統一地方選
の対象外で任期満了が6月
11日以降となる選挙につ
いても9月22日まで延期
できる臨時特例法改正案
を決定 [A]

・菅首相,福島第1原発事故
の収束の見通しがつくま
で, 首相歳費を返上する
と記者会見で表明 [W:朝日

新聞]

・菅首相, 総電力に占める
原子力の割合を50%に高
めるとする政府のエネル
ギー計画を白紙に戻す意
向を表明 [A]

・菅首相,「東日本大震災へ
の対応につき」天皇・皇后
に説明 [皇室; 51]

・東日本大震災復興構想会
議,第4回会合。「復興構想
7原則」を決定 [W:内閣官房]

・民主・自民・公明・国民新
の各党,震災復興や原発問
題について審議する特別
委員会を衆院に設置する
ことで合意 [A]

・自民・公明両党,「復興実
施本部」への参加拒否を
正式表明。菅首相は野党
参加の復興を断念 [A]

・日銀,法定準備金への積立
比率を15%に増やすこと
を決定し,財務省に認可を
申請。震災後の金融緩和
政策による損失回避のた
め [A]

・秋篠宮夫妻,青森県八戸市
を訪問し橋向生活館や八
戸漁港などで被災者をお
見舞い [皇室; 51]

・福島第1原発で原子炉建屋内に作
業員が入り,原子炉圧力容器の水
位を測る計測器の修理や冷却装
置設置の準備作業に着手。原子
炉を安定的に冷やすための本格
的な作業が開始 [A]

・東電,福島第1原発3号機の使用済
み燃料プールの水中映像を事故
後初公開 [A]

・東電の清水社長,枝野官房長官た
海江田経産相を訪ね, 福島第1原
発事故に伴う損害賠償について
政府の支援を要請。会長・社長・
副社長の8人は役員報酬を全額返
上する。海江田経産相は13日を
目標に政府支援の枠組みを決め
る意向 [A]

06:30 陸自:第5後方支援隊が大門町にて施設整備
同行支援を開始 [SDF]

06:43 空自:中空派遣隊(松島)が給水支援を開
始 [SDF]

06:56 空自:中空派遣隊(松島)が物流管理支援を開
始 [SDF]

07:00 空自:中空派遣隊(松島)が捜索活動を開
始 [SDF]

07:30 空自:北空派遣隊(山田)が捜索活動を開
始 [SDF]

07:35陸自:第30普通科連隊が南相馬市小高区等に
て捜索活動を開始 [SDF]

07:45 空自:中空派遣隊(松島)が医療支援を開
始 [SDF]

08:00 陸自:第4普通科連隊が給分地区にて捜索活
動を開始 [SDF]

08:10陸自:第12施設群が気仙沼市にて応急復旧を
開始 [SDF]

08:12 空自:航空救難団(新潟)U-125A×1機, UH-
60J×1機が捜索活動を開始 [SDF]

08:12陸自:中央即応連隊が福島第1原発20km圏内
において捜索活動を実施 [SDF]

08:15陸自:第13施設隊が南三陸町及び東松島市に
て応急復旧を開始 [SDF]

08:30海自:第21航空群ヘリがが被災地周辺での捜
索救難飛行を実施 [SDF]

08:30 空自:北空派遣隊(山田)が給食支援を開
始 [SDF]

08:30 陸自:第5戦車大隊が石巻東部地区にて物資
輸送を開始 [SDF]

08:45陸自:第6特科連隊及び第6高射特科群が福島
県富岡町にて捜索活動を開始 [SDF]

08:55 海自:第4航空群固定翼機が被災地周辺での
捜索救難飛行を実施 [SDF]

10:50 空自:入間ヘリコプター空輸隊CH-47J×1機
が牡鹿清崎運動公園へ救援物資空輸を開始 [SDF]

13:10 空自:航空救難団(新潟)U-125A×1機, UH-
60J×1機が捜索活動を開始 [SDF]

14:30 海自:横須賀警備隊が石巻市中央市営駐車
場にて被災者251名に入浴・シャワー支援を実
施 [SDF]

・総務省,被災者を対象とした地上デジ
タル放送対応の支援策を発表。簡易
チューナーの無償配布, 共同アンテナ
の修理費補助など [A]

・宮城県・福島県・仙台市で被災した公
共土木施設および農地・農業用施設等
の災害査定,実施 [W:東北地方整備局]

・トヨタ自動車,震災の影響で停滞する
国内の生産ペース回復を1カ月早める
方針を固める [A]

・ルネサスエレクトロニクス, 2011年3
月期連結決算の純損益が1150億円の
赤字になると発表 [A]

・NEC, 2011年3月期連結決算の純損益
が125億円の赤字と発表 [A]

・日本水産, 2011年3月期連結決算で特
別損失50億円を計上。純損益が9億円
の赤字と発表 [A]

・セントラル自動車,トヨタ自動車の小
型車「カローラアクシオ」の生産を,拠
点だった相模原工場(相模原市)から宮
城県大衡村の新本社工場に移し, 同工
場での生産を開始 [W:河北新報]

・国交省,災害復旧車両等の自動車検査
証の有効期限を最長で6月11日まで伸
長 [W:内閣府]

・土木学会,東日本大震災特別委員会
津波特定テーマ委員会第1回報告会
を記者会見として実施。今後の津波
対策として二段階レベルを設定した
設計方針等を提案。報告資料はホー
ムページに掲載 [W:土木学会]

・土木学会,「土木学会原子力土木委
員会津波評価部会策定の報告書『原
子力発電所の津波評価技術』につい
て」とする会長声明を発表。土木学
会の原子力土木委員会津波評価部会
メンバーに電力事業者が多数含まれ
ているため第三者性が疑わしいとす
る見解に対して反論 [W:土木学会]

・日本建築士事務所協会連合会に対
し,消費者庁より専門家派遣の要請。
国民生活センターとともに被災地域
で総合的相談体制の構築を支援する
ため [W:日本建築士事務所協会連合会]

・日本都市計画家協会, 第1回東日本
大震災復興支援タスクフォース会議
を開催 [Planners; Vol.67]

・日本技術士会機械部門, 第1回震災
対応プロジェクトチーム会合 [W: 日

本技術士会]

・全国社会保険労務士会連合会,復興
支援事業の一環として, 5月10日か
ら1ヶ月間, 岩手・宮城・福島3県の
避難所等で「社労士会労働・年金相
談ほっとキャラバン」による出張無
料相談会を開催 [W:全国社会保険労務士

会連合会]

・日本薬剤師会, 常任理事会打合会・
第2回理事会・第4回災害対策会議を
開催 [W:日本薬剤師会]

・日本心理学会が募集していた「震災
からの復興のための実践活動及び研
究」, 締切。1件50～200万円, 総額
約1000万円の支援 [W:日本心理学会]

・東日本大震災復興構想会議, 第4回
会合。「復興構想7原則」を決定 [W:

内閣官房]
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市民社会 原発事故の影響 文化/風俗/メディア 東京圏/計画停電 福島県 宮城県 岩手県 海外動向

・認定NPO法人・日本グッ
ド・トイ委員会, 5月から
被災地で子供向けに「お
もちゃの広場」を開催と
の報道 [A]

・神奈川災害ボランティア
ネットワーク, 5月10日か
ら宮城・岩手に向けボラ
ンティアバスを運行。9月
末まで [W: 神奈川災害ボラン

ティアネットワーク]

・福島第1原発事故の汚染地
域,チェルノブイリの強制
移住対象レベルだけで約
800平方km。文科省と米
エネルギー省製作の汚染
地図で判明 [A]

・福島第1原発20キロ圏内
(警戒区域)への一時帰宅
が開始。環境省と福島県,
区域内のペット救出に乗
り出す [A]

・厚労省,福島県飯舘村で水
道水の飲用制限が解除さ
れたと発表。全国の飲用
制限は全て解除 [A]

・栃木県,宇都宮市茂原の下
水道資源化工場で採取し
た焼却灰から1kg当たり3
万2千ベクレルの放射性
セシウムを検出したと発
表 [A]

・菅政権,東電の賠償に向け
て官民が資金を出して新
設する「機構」に,被害者
の相談窓口機能を持たせ
る方針を固める [A]

・菅首相, 総電力に占める
原子力の割合を50%に高
めるとする政府のエネル
ギー計画を白紙に戻す意
向を表明 [A]

・中部電力の水野社長,御前
崎市石原市長を訪問。同
市内の浜岡原子力発電所
運転停止の経緯を説明,理
解を求める [A]

・佐賀県議会,会派代表者ら
でつくる世話人会で「原子
力安全対策等特別委員会」
を新設することを申し合
わせ。正副議長を除く36
議員が委員となり, 玄海
原発の安全性や県防災計
画などに特化して議論す
る [A]

・FIFA,横浜・日産スタジア
ムで,ブラジル・ドイツ合
同チームと世界選抜OB選
手らによる慈善試合を開
催すると発表 [A]

・ドイツサッカー1部リー
グのドルトムント,東日本
大震災の復興支援を目的
とした慈善試合を5月17
日に行うと発表 [A]

・日本体育協会,スポーツ選
手が被災地の小学校を訪
問する「スポーツこころ
のプロジェクト笑顔の教
室」の実施を発表 [A]

・ワタミ, 首都圏中心に25
店舗を閉鎖する方針を発
表。震災による利益減を
見越しての決定 [A]

・横浜市への訪日外国人旅行, 約2カ月ぶりに再開。日本へ
の渡航自粛の解除や緩和の動きが広がる [KS]

・埼玉県熊谷市に避難した被災者を,官民一体で長期的に受
け入れる態勢を整えていた「オール熊谷自立支援ネット
ワーク」の設立総会,江南行政センターで開催 [A]

・液状化被害などで100戸以上が全半壊した千葉県香取市で,
被災者の仮設住宅への入居が始まる [S]

・茨城県,県内3カ所で牧草の放射性物質検査を行った結果,
農林水産省が定めた暫定基準値を上回る放射性セシウムを
検出したと発表 [I]

・茨城県, 県内全44市町村での放射線測定に向け, 23市町村
の担当者を集め,携帯測定器を配布し使用法などを説明 [I]

・茨城県内では,全半壊の住宅8338棟(全壊1441棟,半壊6897
棟)が確認される [I]

・茨城県内の国県道, 橋9カ所を含む20カ所が依然通行止
め [I]

・茨城県内の港湾, 茨城港3港区と鹿島港で計64カ所の岸壁
のうち使用できるのは約3分の1の19カ所 [I]

・茨城県内の避難住民は,茨城県関係で北茨城と神栖両市の
各8人。福島県民は314人が24避難所で生活 [I]

・東日本大震災による福島県内の死者は
1553人, 行方不明者は733人。住宅被害
は全壊・半壊・一部破壊と床上浸水を含
めると55235棟 [FP]

・福島県, 5月12日から,児童・生徒の使用
頻度の高い屋内外の公共スポーツ施設で
環境放射線モニタリング調査を実施する
と発表 [FP]

・伊達市保原町のPTA, 伊達市に対して放
射線量を減らすために校庭の表土を除去
することを要望 [FP]

・乳児の水道水摂取制限を継続していた飯
舘村,摂取制限を解除 [FP]

・福島第1原発20キロ圏内(警戒区域)への
一時帰宅が開始。環境省と福島県, 区域
内のペット救出に乗り出す [A]

・福島第1原発20キロ圏内の警戒区域内に
ある川内村の住民54世帯92人が一時帰
宅。同区域内の9地町で初 [FP]

・計画的避難区域に指定された川俣町, 5
月15日より計画避難を開始することを決
定 [A]

・川俣町, 山木屋地区で計画的避難区域に
関する住民説明会を開催。町は住民の避
難先と今後の避難日程を提示 [FP]

・川俣町山木屋地区で酪農休止を決めた全
6酪農家,子牛を西郷村の牧場に移動 [FP]

・富岡町, 郡山市ビッグパレットふくしま
に置く災害対策本部の役場機能を三春町
に移転する方針を示した。仮設住宅入居
状況等に合わせ年内移転を目指す [FP]

・富岡高校の「サテライト校」, 受け入れ
先の福島北・光南・猪苗代・磐城桜ヶ丘
の4高校で開始 [FP]

・浪江町の馬場町長が菅首相と会談。国策
としての双葉郡復興などを要請 [FP]

・いわき市漁協の久之浜・四倉両支所, 漁
の再開を底引き網漁解禁日にあたる9月1
日に決定 [FP]

・大東銀行, 2011年3月期連結業績予想を
下方修正 [A]

・宮城県,津波で被災した漁港
の集約に合わせて石巻市や
女川町の地方港湾の一部を
再編する方向で検討してい
ることが判明 [W:河北新報]

・宮城県内の田植え進行率(5
月9日時点)が前年同期を大
きく下回ることが県の調査
で判明 [W:河北新報]

・東北財務局と宮城県による
震災復興金融協議会, 初会
合 [A]

・名取市図書館,休館していた
が再開 [W:河北新報]

・セントラル自動車,トヨタ自
動車の小型車「カローラア
クシオ」の生産を,拠点だっ
た相模原工場(相模原市)か
ら宮城県大衡村の新本社工
場に移し,同工場での生産を
開始 [W:河北新報]

・村井県知事,東日本大震災復
興構想会議にて,「水産業復
興特区」提案 [W:河北新報]

・達増県知事,東日本大震災に
伴う「二重ローン」問題の解
消のため,東日本大震災復興
構想会議にて,被災地の事業
再建を支援する基金の創設
を提案 [W:岩手日報]

・岩手県内の公立校, 5月10日
時点で,全校が再開 [IN]

・広範囲で上水道が断水して
いる陸前高田市で, 通水が
10日から順次再開。午前に
は同市高田町の鳴石団地290
戸で2カ月ぶりに利用可能
に [W:岩手日報]

・釜石市の野田武則市長,市内
の幼稚園や保育園に通う全
ての子どもの保育料無料化
を検討していることを表明。
若者世代の流出を食い止め
る狙い [W:岩手日報]

・盛岡市出身のピアニスト・
小山実稚恵,釜石市新町の双
葉小学校で慰問演奏 [IN]

・民宿の屋根に2ヶ月間乗り上
たままになっている釜石市
観光船「はまゆり」,クレー
ンで地上に降ろされる [A]

・台湾:浜岡原発の一時停止に
周辺自治体が賛同したこと
をうけ,台北市議員が記者会
見。台北に近い第一・第二原
発と建設中の第四原発につ
いて,「éČİ市長は,第四原発
の建設を支持する考えは変
わりない。長期的には脱原
発社会を賛同するが,今の段
階では原発また必要だ」 [LT]

・台湾:大規模「複合式災害」
に対応するため,軍は5月10・
11日に「災害防救演習電腦
兵棋推演」を実施。台湾北
方外海で強い地震とそれに
伴う津波が発生, 北部沿岸
地帯にダメージを与え,福島
第1原発と類似の放射能漏れ
が発生とのシナリオで,中央
政府・地方政府と軍の対応
能力を検証。アメリカも観
察員を派遣しこの演習に参
加 [LT]

Tue.
10

May

5月
10日
(火)
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全般 国/政治経済 原発/東電 自衛隊 米軍/米国 基礎的インフラ 生活/生産の基盤 学界/専門家組織

Wed.
11

May

5月
11日
(水)

・消防庁の発表によると,
死者14807人, 行方不明
者9969人, 負傷者5445人。
建物は全壊83794棟, 半壊
32426棟,一部破損264128
棟。確認されている避難
者数合計 168184人 [W: 消

防庁]

・文科省地震調査研究推
進本部, 4月中に日本およ
びその周辺域で発生した
M4.0以上の地震は638回
(3月は1600回以上), M.5.0
以上の地震は69回(3月は
422回), M6.0以上の地震
の発生は10回と発表 [W:

文科省]

・菅首相, 各国の震災支援
への「感謝の集い」で,国
家再建後のODA増額を表
明 [A]

・東日本大震災復興構想会
検討部会,第5回会合 [W:内

閣官房]

・衆院予算委員会の民主・
自民筆頭理事, 16日に東
日本大震災と原発事故対
応をテーマに集中審議を
開くことで合意 [A]

・岩手・宮城・福島の民主
党県連代表が「東日本大
震災3県復興実施協議会」
を設立。小沢一郎が呼び
かけ人の一人 [A]

・3月の景気動向指数,一致
指数・先行指数共にリーマ
ンショック後を越える過
去最大の下げ幅を記録 [A]

・天皇・皇后,福島県のあづ
ま総合体育館や相馬市立
中村第二小学校等を訪問。
避難中の被災者をお見舞
いし, 復興の尽力者を労
う [皇室; 51]

10:30東電, 福島第1原発3号機フェ
ンス外の海水から,国の基準濃度
の約1万8千倍のセシウム134を検
出したと発表 [A]

・午後東電,福島第1原発3号機で高
濃度セシウムの海洋排出が確認
されたことを福島県や周辺市町
村と漁協に連絡。政府も諸外国
の在外公館に連絡 [A]

・福島第1原発から海へ流出された
高濃度汚染水に含まれる放射性
物質のほぼ全てが外洋に拡散し
た可能性が高いとの見方を,原子
力安全・保安院関係者が明らか
に [A]

・福島第1原発事故で放射能に汚染
された地域は,チェルノブイリ原
発事故の強制移住対象レベル相
当だけで約800平方キロに上ると
判明。原子力安全委員会は, 観測
を重点化する地域を設けるなど
監視を強化する方針 [A]

・東海第2原発で, 原子炉が安定し
て停止するまで3日半かかったこ
とが判明。日本原子力発電の資
料で綱渡りの作業内容が明らか
に [A]

・東電,菅政権が付きつけた「確認
文書」を受け入れ。損害賠償の政
府支援枠組み固まる [A]

・東電株価が大幅上昇。約1カ月ぶ
りに500円台を回復 [A]

06:45 原子力:陸自第6特科隊及び第6高射特科群
が福島第1原発30km圏内において捜索活動を実
施 [SDF]

07:00 空自:中空派遣隊(松島)が給水支援を開
始 [SDF]

07:18海自:第21航空群ヘリが被災地周辺での捜索
救難飛行を実施 [SDF]

07:25 原子力:陸自第13普通科連隊が福島第1原発
30km圏内において捜索活動を実施 [SDF]

07:40 空自:中空派遣隊(松島)が医療支援を開
始 [SDF]

07:45 原子力:陸自第30普通科連隊が福島第1原発
20km圏内において捜索活動を実施 [SDF]

07:46 空自:航空救難団(秋田, 新潟)のU-125A×1
機, UH-60J×1機が捜索活動を開始 [SDF]

07:50陸自:第13施設隊が南三陸町及び東松島市に
て捜索支援・瓦礫除去等を実施 [SDF]

08:12 原子力:陸自中央即応連隊が福島第1原発
20km圏内において捜索活動を実施 [SDF]

08:23 空自:北空派遣隊(山田)が捜索活動を開
始 [SDF]

08:25 空自:北空派遣隊(山田)が給食支援を開
始 [SDF]

08:26 海自:第4航空群の固定翼機が被災地周辺で
の捜索救難飛行を実施 [SDF]

08:50 原子力:陸自第17普通科連隊が福島第1原発
20km圏内において捜索活動を実施 [SDF]

10:44空自:入間ヘリコプター空輸隊のCH-47J×1
機が牡鹿清崎運動公園へ救援物資を空輸 [SDF]

13:07 空自:航空救難団(秋田, 新潟)のU-125A×1
機, UH-60J×1機が捜索活動を開始 [SDF]

15:25 海自:横須賀警備隊が石巻市中央市営駐車
場にて被災者294名に入浴・シャワー支援を実
施 [SDF]

16:50海自:「ゆら」が函館から大湊へ陸自トラッ
ク2台及び灯油ドラム缶89本,エンジンオイル等
62缶,カセットボンベ50本を輸送 [SDF]

・JR東日本,同社管内の新幹線や特急列
車の自由席が乗り放題になる割引切符
「JR東日本パス」を発売 [A]

・経産省,災害その他非常の場合におい
て, やむを得ない一時的な工事として
する火力発電設備の工事に係る工事計
画届出の不要化について,事務連絡 [W:

内閣府]

・日本製紙グループ本社,部分操業をし
ていた岩沼工場(宮城県岩沼市), 勿来
工場(福島県いわき市)の生産設備が完
全復旧し, フル稼働態勢に入ったと発
表 [W:河北新報]

・日本製紙グループ,宮城県石巻工場の
復旧費などで特別損失630億円を計上
すると発表 [A]

・全国清涼飲料工業会,節電対策として
東電管内の自動販売機約87万台の冷却
機能を交代で止める方針を決定。 6月
から9月末まで順次継続 [A]

・トヨタ自動車の2011年3月期連結決算,
震災の影響で営業利益1100億円悪化。
北米・新興国での海外販売は好調 [A]

・トヨタ自動車,国内部品メーカーの生
産態勢回復をうけ, 北米での生産が当
初の予測より早く回復する見込みとの
発表。6月初めには通常の3割減程度に
戻る見通し [A]

・電機大手5社の2011年3月期連結決算,
震災を原因とする売上高の減少分は計
3千545億円 [A]

・総務省,工事担任者試験の科目免除に
関する特例について告示 [W:内閣府]

・土木学会,東日本大震災特別委員会
建設マネジメント特定テーマ委員
会の提言として「東日本大震災の復
旧・復興に向けたPFI/PPPの活用に
関する提言」を研究小委員会でとり
まとめ公表。ホームページにも掲
載 [W:土木学会]

・日本建築学会, 報告書(速報)の最終
構成案,書式を作成 [建築雑誌; No.1622]

・都市計画コンサルタント協会, 第3
回東日本大震災復興特別委員会を開
催 [W:都市計画コンサルタント協会]

・港湾空港技術研究所,「港湾・空港・
漁港技術講演会――東日本大震災に
よる港湾・空港・漁港の地震・津波
災害調査報告」を開催 [W:港湾空港技

術研究所]

・国交省,液状化現象の被害調査に向
けて, 土木・建築の専門家を加えた
検討会議を立ち上げ [A]

・福島県弁護士会,「東日本大震災及
び原子力発電所事故による被災者
の債務救済に関する会長声明」を発
表。また, 「児童生徒等の被ばくを
極力回避・抑制すべく,幼稚園,保育
園及び小中学校の屋外活動実施につ
いて慎重な判断を求める緊急要望
書」を提出 [W:福島県弁護士会]

・日本社会福祉士会,宮城県石巻市渡
波地域包括支援センターへの支援の
ため, 5月11日以降, 毎日2名を継続
して派遣 [W:日本社会福祉士会]

・日本薬剤師会, 第1回都道府県会長
協議会を開催。支援体制の現状・問
題点などを協議 [W:日本薬剤師会]

・日本原子力研究開発機構,福島大学
の協力を得て5月8日に行った「学校
等の校庭・園庭の空間線量低減のた
めの当面の対策に関する検討につい
て」を文科省に報告 [W: 日本原子力研

究開発機構]

・日本学術会議,エネルギー政策の選
択肢分科会の第2回会議を開催 [W:

日本学術会議]

・東日本大震災復興構想会検討部会,
第5回会合 [W:内閣官房]

・三菱総合研究所,「3.11後のBPC(事
業継続計画)セミナー」を実施 [W:三

菱総合研究所]

・政府地震調査委員会,将来の地震発
生確率を示す長期予測の手法を見直
す方針を明らかに [A]
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市民社会 原発事故の影響 文化/風俗/メディア 東京圏/計画停電 福島県 宮城県 岩手県 海外動向

・気候ネットワークと日本
環境法律家連盟によるク
ライメットJ,第1回トーク
イベント「減らせCO2!で,
原発は必要?」を開催 [W:

気候ネットワーク]

・気候ネットワーク,プレス
リリースを発表。菅首相
のエネルギー基本計画の
再検討を歓迎 [W: 気候ネッ

トワーク]

・たんぽぽ舎,「よく分かる
原子力」との題で学習会
を開催。3回連続のうちの
1回目 [W:たんぽぽ舎]

・神奈川県南足柄市で採取
された生茶葉から基準を
超える放射性セシウムを
検出 [A]

・厚労省,足柄茶(神奈川県)
から基準値を超えるセシ
ウムが検出されたことを
うけ, 14都県に茶葉の調
査を要請 [A]

・福島市産のカブから基準
値を超える放射性セシウ
ムを検出。出荷停止解除
後に再び [A]

・菅内閣, 福島産のキャベ
ツ・ブロッコリー・ホウ
レンソウの出荷停止を解
除 [A]

・日本原電,今年度の東海第
2原発での出力向上やプル
サーマル実施を見送ると
発表 [A]

・東北電力, 2011年3月期連
結決算で1千億円規模の特
別損失を計上 [A]

・東北電力,女川原発で,津
波により冷却システムが
作動しなくなった福島第1
原発と同様の事故を想定
した「緊急安全対策訓練」
を実施 [A]

・中部電力の水野社長,浜岡
原発の全炉停止による資
金繰り悪化に備え,数千億
円の融資を金融機関から
受けることを発表 [A]

・中国電力,島根原発1・2号
機の非常用発電機につい
て, 常に原子炉1基あたり
2台以上が動く状態にする
よう保安規定を変更。原
子力安全・保安院が申請
を認可したと発表 [A]

・四国電力,伊方原発付近の
個別訪問範囲を半径20km
に拡大。原発に理解を求
める [A]

・成田国際空港株式会社,
震災の影響を受け, 2012
年3月期連結決算で民営化
以降初の赤字転落の見通
し [A]

・4月の携帯電話の契約純増
数,東北で大幅増加 [A]

・トリンプ・インターナショ
ナル・ジャパン,世界各国
からの応援メッセージ(54
通り)を印刷した下着「サ
ポートジャパンブラ」を
公開 [A]

・警視庁第8機動隊の大型
輸送バス,東北道下り線で
同隊の別のバスに追突事
故 [A]

・埼玉県の上田知事,東日本大震災で被災した岩手・宮城・
福島3県を相次いで訪問 [A]

・茨城県, 県内の放射線測定を全市町村に広げるため, 定点
観測を行っていない31市町村でモニタリングカーによる移
動測定を初めて実施 [I]

・茨城県,土木部関係の道路や港湾など公共施設の被害につ
いて, 市町村管理の施設を含め2809カ所で被害, 被害額は
1118億円に上ると発表 [I]

・茨城県水戸市, 放射線に対する不安感を取り除こうと, 市
内の全小学校33校の放射線量の測定を開始 [I]

・群馬県の大沢知事, 福島第1原発事故賠償のための東京電
力の資産売却について「尾瀬は自然の宝庫。東電や周りの
皆さんが支え,保護してきた。売却は県として絶対に阻止
したい」 [J]

・埼玉県の上田知事, 東日本大震災で被災
した岩手・宮城・福島3県を相次いで訪
問 [A]

・天皇・皇后, 福島県のあづま総合体育館
や相馬市立中村第二小学校等を訪問。避
難中の被災者をお見舞いし, 復興の尽力
者を労う [皇室; 51]

・天皇・皇后, 相馬港原釜・尾浜地区にて
被災状況視察 [皇室; 51]

・宮城県, 震災で被災した3市
2町の建築制限区域内で, 仮
設店舗などの建築を条件付
きで許可することを決定 [W:

河北新報]

・宮城県, 被災した中小企業
の経営者らを対象にした出
張特別相談を県内3カ所で開
始。県や日本政策金融公庫
などが臨時窓口を設置し,資
金繰りなどの経営相談に対
応 [W:河北新報]

・埼玉県の上田知事,東日本大
震災で被災した岩手・宮城・
福島3県を相次いで訪問 [A]

・宮城県漁協,漁業権開放を認
める村井県知事の「特区構
想」に反対決議 [A]

・石巻・気仙沼両市に本社を
置く企業のうち,津波で浸水
した可能性のある企業が両
市とも全体の7割近くに上る
ことが,東京商工リサーチ東
北支社の調査で判明 [W:河北

新報]

・日本製紙グループ本社, 部
分操業をしていた岩沼工場
(宮城県岩沼市),勿来工場(福
島県いわき市)の生産設備が
完全復旧し,フル稼働態勢に
入ったと発表 [W:河北新報]

・南三陸町の水産加工会社な
ど10社,同町志津川の新志津
川漁港周辺に町が共同加工
施設を整備することなどを
求める要望書を町に提出 [W:

河北新報]

・気仙沼市八日町の公園「ド
ラゴンパーク」にて,市民手
づくりの慰霊祭が開催。各
地で追悼集会 [W:河北新報]

・東日本大震災から2カ月の5
月11日,釜石市と大槌町で黙
とうが行われた [W:岩手日報]

・岩手県災害対策本部のまとめ
(5月11日17時時点)では, 県
内の死者数は4407人, 行方
不明者は依然3266人 [W:岩手

日報]

・岩手県,東日本大震災で親が
死亡したり行方不明になっ
ている「震災孤児」の就学を
支援する「いわての学び希
望基金」(仮称)の造成に充て
るため,法人からの寄付受け
付けを開始 [W:岩手日報]

・岩手日報社, 全県の避難生
活者500人を対象としたアン
ケート調査(5月6日～8日に
実施)の結果を報道。「今後
の生活に不安」を感じてい
る被災者は94%,生活再建へ
向けた復興ビジョンの早期
策定や住宅再建への支援充
実を切望しているという [IN]

・台湾:3.11以降,遠海水産・日
本水産への懸念で,台北魚市
場の総売り上げが, 3月に比
べ300トン, 約14%減少した
ことが判明 [LT]

・中国:上海虹橋空港出入国検
査部門, 中日路線の旅客数
が震災前のレベルに戻り,日
本を訪れる大陸部住民は震
災前に比べ2割増加したと発
表 [RJ]

・中国:NPO法人・国際留学生
協会(IFSA)が東日本大震災
後に行ったアンケート調査
によると, 在日外国人の9割
以上が,放射能汚染は心配だ
が今後も日本での仕事や学
習を続けたいと回答。日本
の中国語新聞「中文導報」が
伝えた [RJ]

Wed.
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5月
11日
(水)
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