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日時 東日本大震災、
福島第一原発の出来事 官邸、東電の動き 葛尾村の動き 金谷喜一 副村長（当時は総務課長）の証言

平成23年
３月11日（金）

14時46分 大震災発生。原発のあ
る大熊、双葉両町は震
度６強。１号機の原子炉
自動停止

葛尾村は最大震度５強。
村は停電せず

●		当時、１階の執務机に居た。役場に住民は何人か
居たが混んではいなかった。入札の閲覧をしてい
る業者がいた。

●		岩盤が固いからなのか、地震の予兆は感じなかった。
●		初め上下、次に横の揺れが来た。昭和30年代の
新潟地震の時も立っていられない程だったが、今回
の地震は未経験の揺れ方で５〜６分間は収まらな
かった。近くにあったテレビが台から落ちそうになり、
入札閲覧に来ていた業者の男性と２人掛かりで押
さえた。

●		最初の１分ぐらいは様子を見ていたが、危険だと判
断して、総務係長と２人残り他の職員は役場から出
るように指示した。

●		村の震度は５強。余震もかなりあり、前年度の耐震
診断で庁舎は震度７まで大丈夫だと分かっていたが、
最後は私も役場を出た。外は雪が降っており、積もっ
てはいなかったが寒かった。

●		20〜30分後に戻ると、机の上の書類がすべて落ち
ていた。東西方向に揺れたと分かった。トイレやボ
イラーの配管が外れてトイレと暖房が使えなくなっ
た。

●		本来なら県の防災行政無線から情報が入ってくる
が、あの時は県庁自体が被災していたから、更新し
たばかりのシステムがうまく機能しなかった。

14時47分 外部電源喪失。２、3号
機の原子炉自動停止。
１、２号機の非常用発
電機が自動起動

14時48分 3号機の非常用発電機
が自動起動

14時50分 官邸が対策本部を設
置、緊急参集チーム
招集

15時00分 葛尾村、住民生活課に災害対策本部
設置

15時06分 東電が本店に非常災害
対策本部を設置

15時14分 政府が緊急災害対策本
部を設置

15時23分 村が消防団各分団幹部へ出動要請

15時27分 津波第１波到達

15時37分 １号機から全交流電源
喪失始まる

16時00分 消防団から被災状況報告。「47棟に
屋根瓦落下等。人的被害は確認され
ず」

●		一番被害が大きかったのは中学校体育館の法面の
崩落。元々盛り土した所だった。

●		道路は亀裂があちこちにできた。
●		幼稚園、小学校は耐震工事が終わっていたので被
害が少なかった。

17時00分 「葛尾村地域福祉センターみどり荘」
（落合地区）に、高齢者、深夜帰宅
者向けの一時避難所開設

●		余震が続く中、婦人消防隊の人たちが自宅でおに
ぎりを作って避難所に持ってきてくれた。

19時03分 菅直人首相が原子力緊
急事態宣言（第一原発）

21時23分 第一原発の3ｋｍ圏内に
避難指示、10ｋｍ圏内に
屋内退避指示

●		避難、退避指示をテレビで見て、原発が危ないと思っ
た。

第1章 全村避難のドキュメント
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た。

屋内退避指示区域

双葉町

相馬市

二本松市

伊達市

川俣町
飯舘村

いわき市

田村市

南相馬市

小野町

広野町

川内村

葛尾村

楢葉町

富岡町

浪江町

福島第一原発

福島第二原発

大熊町

避難指示区域

10km

3km

被害の状況（村役場の事務室）

3月11日
福島第一原発の半径3km圏内に避難指示。
福島第一原発の半径3kmから10km圏内に屋内退避指示。
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日時 東日本大震災、
福島第一原発の出来事 官邸、東電の動き 葛尾村の動き 金谷喜一 副村長（当時は総務課長）の証言

３月12日（土） 5時44分 未明から１号機中央制
御室で放射線量上昇

福島第一原発の半径
10ｋｍ圏内に避難指示

●		県の原発事故対策の対象は10ｋｍ圏内で、原発に
関してはずっと蚊帳の外だった。テレビを見て知る
以外に情報はなく、自己判断するしかなかった。ヨ
ウ素剤を飲まなければならないことも知らなかった。

7時45分 菅首相が原子力緊急事
態宣言（第二原発＝平
成23年12月26日解除）

15時36分 １号機で水素爆発

●		他市町村からの避難者が増え始
め、国道114号線、国道288号線
が渋滞

●		村内避難所２カ所、親戚・知人宅
で避難民を受け入れ（避難所では
最終的に約200人）

●		防災行政無線や光ファイバー網の
ＩＰ告知放送で毛布や食材等の提
供を呼び掛け

●		婦人消防隊が炊き出しを開始

●		地デジの難視聴地域対策で原発事故１年前に光ファ
イバー網を敷いたのが、村民への迅速な連絡に大
変役立った。

●		この日は避難所のことや道路調査などでバタバタ
だった。原発の状況から役場職員は心配そうで落
ち着きが無かった。

●		富士急行さんからトラック１台分のペットボトルの水
が早 と々届いたので、役場ロビーに積み上げた。

●		後で、国道114号線と国道288号線は車が数珠つ
なぎで動かない状態だったことが分かった。

16時30分 村議会全員協議会開催。被害状況報
告。最悪の事態を想定し、村長判断
で避難指示や予算編成等をするとい
うことで議会の了承を得る

●		村長からは「いざ避難となれば議員に集まってもら
う時間の余裕は無いので、私が判断させてもらう」
と説明した。議員から特に意見は無かったが、「い
ずれ避難指示は出るのか」と聞いてきた村民はいた。

17時39分 第二原発の半径10ｋｍ
圏内に避難指示

●		第二原発10ｋｍ圏内の避難指示は後から分かった。

18時25分 第一原発の半径20ｋｍ
圏内に避難指示

相双地域の地図にコンパスと糸で半
径20ｋｍの円を描き、円内の27世帯
96人に防災無線で避難を指示

●		原発からの距離を測ると葛尾村も入っていること
が分かった。

●		この日、自宅には浪江町にある母方の実家をはじ
め15、16人が避難してきた。50人くらい自宅に泊
めた役場職員もいた。

19時55分 菅首相が第一原発１号
機への海水注入を了解

20時30分 第一原発の半径20ｋｍ圏内に住む
96人のうち35人が葛尾村落合にあ
る葛尾村健康増進センターに避難
完了

●		健康増進センターに避難した村民はストーブを囲
んで雑談していた。要望、意見等は特に出なかった。

●		避難所に張り付いていた職員は交代で仮眠した。

21時30分 ＮＴＴ東日本磐城富岡ビルの自家発
電燃料切れで電話回線が途絶

23時30分 東電が第一原発１号機
に海水注入を開始
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避難指示区域

双葉町

相馬市

二本松市

伊達市

川俣町
飯舘村

いわき市

田村市

南相馬市

小野町

広野町

川内村

葛尾村

楢葉町

富岡町

浪江町

福島第一原発

福島第二原発

大熊町

10km

20km

3月12日
福島第一原発の半径20km圏内に避難指示。
福島第二原発の半径10km圏内に避難指示。

当時の様子を語る金谷喜一 副村長（震災当時は総務課長）
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日時 東日本大震災、
福島第一原発の出来事 官邸、東電の動き 葛尾村の動き 金谷喜一 副村長（当時は総務課長）の証言

３月13日（日） 4時15分 唯一残っていた3号機
の直流電源が放電し全
電源喪失し、核燃料棒
が露出

午　前 ●		原発が不安定なため避難を想定
し、高齢者ら要援護者対策の点検
確認等の準備開始。ＩＰ告知放送で
村民に避難方法などを確認

●		一部住民は自主避難を始める

●		月に１回くらい役場に顔を出していた東電の広報
担当社員が午前中に事故の状況報告に来た。「石
井食堂でお昼を食べようと思ったが、営業していな
かった」と。寒いのにワイシャツ姿で「上着は放射
能で汚染されたので置いてきた」と言う。炊き出し
のおにぎりを持たせ、議会事務局長がジャンパーを
あげた。彼の話す情報はテレビと同じだった。

15時00分 静岡県のモニタリングポストが役場
に到着、設置。役場の放射線量は真
毎時0.038マイクロシーベルト

●		モニタリングポストが１台しかないので、「もっと欲
しい」との声も上がった。

●		後で、浪江消防署葛尾出張所の測定器では、村内
の最高値は3月16、17日ごろの毎時170マイクロシー
ベルトだと分かった。私の家は帰還困難区域で、4
月に１回目の一時帰宅をした時に毎時18〜19マイ
クロシーベルトぐらいだった。

15時27分 枝野官房長官、3号機
建屋爆発の可能性発言

緊急避難時の避難先や役割分担に
ついて家族で話し合っておくよう職員
に文書で通知

●		この頃になると、若い役場職員からは「いつ住民を
避難させるのか？」という感じだった。

３月14日（月）11時01分 3号機で水素爆発

13時ごろ 上下白色の放射線防護服・白マスク
姿の双葉署葛尾駐在員が役場に飛
び込んできて「3号機が爆発した。（村
民に）屋内退避を」と叫ぶ。直ちにサ
イレンを鳴らし、防災無線とＩＰ告知
放送で屋内退避を呼び掛ける（１時
間後に解除）

●		福島第一原発から来た駐在さんは「原発は地獄絵
図だ」と言っていた。私は警察官に屋内退避を言
われたので「これは大変」と思ったが、後から聞い
たら、県警本部の指示ではなくて自己判断だったら
しい。住民の中には「足がガタガタきた」と話す人
もいた。役場のモニタリングポストのデータを流し
て「動揺しないで」と呼び掛けた。

●		住民避難用のマイクロバス５台と、村営バスの運
転手3人を確保。避難時に要保護村民の誰を誰が
迎えにいくのかを決めた。

14時ごろ ●		役場のモニタリングポストの放射線
量は設置時とほぼ同じ数値で、屋
内退避を解除。その後、１時間おき
に数値を村民に通知

●		福島県災害対策本部へ「避難する
住民を受け入れ可能な市町村を
紹介してほしい」と問い合わせる
も、県は「避難指示は20ｋｍ圏外
には出ていない」と取り合わず。
その後も問い合わせるが連絡無し

●		役場近くのガソリンスタンドから「他から給油に来
てガソリンが無くなりそうだから、夜になったら役場
の車を満タンにしに来たら」という声掛けがあって、
村の公用車に給油していただいた。

●		自主避難をしたいので避難先の紹介を県に依頼し
たが「自分で探して」との回答。普段は温厚な村長
が怒り、自分で県に電話しようとするも、県への電
話が集中したためか、通じなかった。

●		役場職員が村民の聞き取り調査に訪れた家がすで
に避難していたこともある。早い人は13日ごろから
自主避難していたようだ。
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日時 東日本大震災、
福島第一原発の出来事 官邸、東電の動き 葛尾村の動き 金谷喜一 副村長（当時は総務課長）の証言

３月13日（日） 4時15分 唯一残っていた3号機
の直流電源が放電し全
電源喪失し、核燃料棒
が露出

午　前 ●		原発が不安定なため避難を想定
し、高齢者ら要援護者対策の点検
確認等の準備開始。ＩＰ告知放送で
村民に避難方法などを確認

●		一部住民は自主避難を始める

●		月に１回くらい役場に顔を出していた東電の広報
担当社員が午前中に事故の状況報告に来た。「石
井食堂でお昼を食べようと思ったが、営業していな
かった」と。寒いのにワイシャツ姿で「上着は放射
能で汚染されたので置いてきた」と言う。炊き出し
のおにぎりを持たせ、議会事務局長がジャンパーを
あげた。彼の話す情報はテレビと同じだった。

15時00分 静岡県のモニタリングポストが役場
に到着、設置。役場の放射線量は真
毎時0.038マイクロシーベルト

●		モニタリングポストが１台しかないので、「もっと欲
しい」との声も上がった。

●		後で、浪江消防署葛尾出張所の測定器では、村内
の最高値は3月16、17日ごろの毎時170マイクロシー
ベルトだと分かった。私の家は帰還困難区域で、4
月に１回目の一時帰宅をした時に毎時18〜19マイ
クロシーベルトぐらいだった。

15時27分 枝野官房長官、3号機
建屋爆発の可能性発言

緊急避難時の避難先や役割分担に
ついて家族で話し合っておくよう職員
に文書で通知

●		この頃になると、若い役場職員からは「いつ住民を
避難させるのか？」という感じだった。

３月14日（月）11時01分 3号機で水素爆発

13時ごろ 上下白色の放射線防護服・白マスク
姿の双葉署葛尾駐在員が役場に飛
び込んできて「3号機が爆発した。（村
民に）屋内退避を」と叫ぶ。直ちにサ
イレンを鳴らし、防災無線とＩＰ告知
放送で屋内退避を呼び掛ける（１時
間後に解除）

●		福島第一原発から来た駐在さんは「原発は地獄絵
図だ」と言っていた。私は警察官に屋内退避を言
われたので「これは大変」と思ったが、後から聞い
たら、県警本部の指示ではなくて自己判断だったら
しい。住民の中には「足がガタガタきた」と話す人
もいた。役場のモニタリングポストのデータを流し
て「動揺しないで」と呼び掛けた。

●		住民避難用のマイクロバス５台と、村営バスの運
転手3人を確保。避難時に要保護村民の誰を誰が
迎えにいくのかを決めた。

14時ごろ ●		役場のモニタリングポストの放射線
量は設置時とほぼ同じ数値で、屋
内退避を解除。その後、１時間おき
に数値を村民に通知

●		福島県災害対策本部へ「避難する
住民を受け入れ可能な市町村を
紹介してほしい」と問い合わせる
も、県は「避難指示は20ｋｍ圏外
には出ていない」と取り合わず。
その後も問い合わせるが連絡無し

●		役場近くのガソリンスタンドから「他から給油に来
てガソリンが無くなりそうだから、夜になったら役場
の車を満タンにしに来たら」という声掛けがあって、
村の公用車に給油していただいた。

●		自主避難をしたいので避難先の紹介を県に依頼し
たが「自分で探して」との回答。普段は温厚な村長
が怒り、自分で県に電話しようとするも、県への電
話が集中したためか、通じなかった。

●		役場職員が村民の聞き取り調査に訪れた家がすで
に避難していたこともある。早い人は13日ごろから
自主避難していたようだ。

モニタリングポストの設置

平成23年3月16日に空撮された福島第一原発3号機
（東京電力提供）
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日時 東日本大震災、
福島第一原発の出来事 官邸、東電の動き 葛尾村の動き 金谷喜一 副村長（当時は総務課長）の証言

３月14日（月）16時34分 東電が第一原発２号機
に海水注入を開始

18時22分 ２号機の核燃料全体が
露出、空焚き状態に

18時30分 原発の状況悪化、村長が川内村村長
と電話で情報交換。川内村は直ちに
避難する計画は無いと判明

19時30分 県の衛星携帯電話が到着、外部連絡
が確実に

21時05分 消防無線を傍受した人から役場へ「オ
フサイトセンター（現地災害対策本
部）から要員が退避した」との情報
が入る。危険なので逃げた、と村は
判断

21時15分 村長が避難を決断。「22時15分に役
場前を出発し、福島市のあづま総合
運動公園へ避難することを勧告する」
と防災無線、ＩＰ告知放送で村民に周
知しサイレンを吹鳴

●		第一原発から５ｋｍのオフサイトセンターは、14日夜
に福島市へ移動し始めたとの情報が信頼できる人
から入ったため、村長の判断根拠になった。

●		「福島第一原発30ｋｍ圏内に避難指示が出ました」
との防災無線の放送文は住民生活課が予め作って
いた。

●		避難先は広くて駐車場もある福島市の「あづま総
合運動公園」に決めてアポ無しで行くことにした。

22時15分 用意していたマイクロバス５台及び
自家用車で村外からの人を含む612
人が役場前を出発

●		避難村民の集合場所の役場前は次々に車が入って
くる、バスが出て行く、で戦場のようだった。私はハ
ンドマイクを握り、「今、放射線の値は心配無いの
でバスにゆっくり乗ってください」と。チェルノブイリ
のことや、避難期間がどのくらい、とか考えている
余裕は無かった。ただ、放射能汚染が住民に及んだ
ら、という不安だけだった。

●		原子力広報事業で、村民と一緒に福島のほか新潟
や東海の原発も見学して「原子炉は５重の防護構
造で大丈夫」だと教えられてきたので、原爆のキノ
コ雲のような映像を見てショックだった。

23時50分 避難バスが役場の約70ｋｍ北西のあ
づま総合運動公園に到着。村外から
村への避難者約200人を含み葛尾
村からの避難者は612人。約2000
人が避難していた体育館に臨泊

●		雪が無く避難しやすかった。

14日深夜
～

15日未明

清水東電社長が、海江
田経産相、枝野官房長
官に電話「第一原発か
らの撤退もあり得る」
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日時 東日本大震災、
福島第一原発の出来事 官邸、東電の動き 葛尾村の動き 金谷喜一 副村長（当時は総務課長）の証言

３月14日（月）16時34分 東電が第一原発２号機
に海水注入を開始

18時22分 ２号機の核燃料全体が
露出、空焚き状態に

18時30分 原発の状況悪化、村長が川内村村長
と電話で情報交換。川内村は直ちに
避難する計画は無いと判明

19時30分 県の衛星携帯電話が到着、外部連絡
が確実に

21時05分 消防無線を傍受した人から役場へ「オ
フサイトセンター（現地災害対策本
部）から要員が退避した」との情報
が入る。危険なので逃げた、と村は
判断

21時15分 村長が避難を決断。「22時15分に役
場前を出発し、福島市のあづま総合
運動公園へ避難することを勧告する」
と防災無線、ＩＰ告知放送で村民に周
知しサイレンを吹鳴

●		第一原発から５ｋｍのオフサイトセンターは、14日夜
に福島市へ移動し始めたとの情報が信頼できる人
から入ったため、村長の判断根拠になった。

●		「福島第一原発30ｋｍ圏内に避難指示が出ました」
との防災無線の放送文は住民生活課が予め作って
いた。

●		避難先は広くて駐車場もある福島市の「あづま総
合運動公園」に決めてアポ無しで行くことにした。

22時15分 用意していたマイクロバス５台及び
自家用車で村外からの人を含む612
人が役場前を出発

●		避難村民の集合場所の役場前は次々に車が入って
くる、バスが出て行く、で戦場のようだった。私はハ
ンドマイクを握り、「今、放射線の値は心配無いの
でバスにゆっくり乗ってください」と。チェルノブイリ
のことや、避難期間がどのくらい、とか考えている
余裕は無かった。ただ、放射能汚染が住民に及んだ
ら、という不安だけだった。

●		原子力広報事業で、村民と一緒に福島のほか新潟
や東海の原発も見学して「原子炉は５重の防護構
造で大丈夫」だと教えられてきたので、原爆のキノ
コ雲のような映像を見てショックだった。

23時50分 避難バスが役場の約70ｋｍ北西のあ
づま総合運動公園に到着。村外から
村への避難者約200人を含み葛尾
村からの避難者は612人。約2000
人が避難していた体育館に臨泊

●		雪が無く避難しやすかった。

14日深夜
～

15日未明

清水東電社長が、海江
田経産相、枝野官房長
官に電話「第一原発か
らの撤退もあり得る」

村のバス

避難所での様子（あづま総合運動公園体育館）

避難所での様子（あづま総合運動公園）
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日時 東日本大震災、
福島第一原発の出来事 官邸、東電の動き 葛尾村の動き 金谷喜一 副村長（当時は総務課長）の証言

３月15日（火） 4時17分 官邸で菅首相と清水東
電社長が会談。政府・
東電の対策統合本部設
置を決定

※この日午後、村には雨が降った。
爆発した第一原発からの放射性降下
物が村内に運ばれたと見られるが、
震災の影響で福島地方気象台の雨
量観測（最寄りの浪江町などの観測
点）が不能になっていたため、降水量
などのデータは無い。大半の村民は
前夜に村外へ避難していたため、被
ばくを免れた

5時35分 菅首相が東電本社に乗
り込み、「撤退などあり
得ない」

6時過ぎ ２号機圧力抑制室付近
で爆発音。大量の放射
性物質を放出。4号機で
も水素爆発、原子炉建
屋５階屋根付近の損傷
を確認

原発から100ｋｍ以遠への避難を想
定し本格的な避難先を検討開始。会
津若松市災害対策本部から紹介され
た会津坂下町への避難を決定。あづ
ま総合運動公園体育館の避難住民
に説明

●	東電の子会社幹部に「会社では（現状を）何と言っ
てるの？」と訊くと、「いわき市より遠くへ逃げろ」
と言うので、第二次避難先を探した。

9時38分 4号機原子炉建屋で火
災。自然鎮火

11時00分 第一原発の半径20〜
30ｋｍ圏内の屋内退避
を指示

13時30分 村のバス５台、福島交通貸切バス１
台で会津坂下町へ出発。家畜の世
話等で村に通うため体育館に256人
が残る

●	途中、昼食をと思い、コンビニに寄ったが、食料品
は何一つ無かった。

17時00分 バス６台が会津坂下町に到着。川西
公民館に270人、会津自然の家に86
人が避難

●		最後に私が着いた時まで、会津坂下町の地元消防
団の方たちが道の角々に立って案内してくれた。公
民館では温かいご飯と味噌汁を振る舞っていただ
いた。会津坂下町とはそれまで何のつながりも無かっ
たのに、すごくお世話になった。

３月17日（木） 9時48分 陸上自衛隊のヘリが3
号機への海水を計4回
投下

19時 警視庁機動隊が高圧放
水車で放水開始

19時15分 自衛隊消防車が地上か
ら放水

３月18日（金） 川西公民館に村の行政基幹システム
を設定し、各種証明などのサービス
を開始
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日時 東日本大震災、
福島第一原発の出来事 官邸、東電の動き 葛尾村の動き 金谷喜一 副村長（当時は総務課長）の証言

３月15日（火） 4時17分 官邸で菅首相と清水東
電社長が会談。政府・
東電の対策統合本部設
置を決定

※この日午後、村には雨が降った。
爆発した第一原発からの放射性降下
物が村内に運ばれたと見られるが、
震災の影響で福島地方気象台の雨
量観測（最寄りの浪江町などの観測
点）が不能になっていたため、降水量
などのデータは無い。大半の村民は
前夜に村外へ避難していたため、被
ばくを免れた

5時35分 菅首相が東電本社に乗
り込み、「撤退などあり
得ない」

6時過ぎ ２号機圧力抑制室付近
で爆発音。大量の放射
性物質を放出。4号機で
も水素爆発、原子炉建
屋５階屋根付近の損傷
を確認

原発から100ｋｍ以遠への避難を想
定し本格的な避難先を検討開始。会
津若松市災害対策本部から紹介され
た会津坂下町への避難を決定。あづ
ま総合運動公園体育館の避難住民
に説明

●	東電の子会社幹部に「会社では（現状を）何と言っ
てるの？」と訊くと、「いわき市より遠くへ逃げろ」
と言うので、第二次避難先を探した。

9時38分 4号機原子炉建屋で火
災。自然鎮火

11時00分 第一原発の半径20〜
30ｋｍ圏内の屋内退避
を指示

13時30分 村のバス５台、福島交通貸切バス１
台で会津坂下町へ出発。家畜の世
話等で村に通うため体育館に256人
が残る

●	途中、昼食をと思い、コンビニに寄ったが、食料品
は何一つ無かった。

17時00分 バス６台が会津坂下町に到着。川西
公民館に270人、会津自然の家に86
人が避難

●		最後に私が着いた時まで、会津坂下町の地元消防
団の方たちが道の角々に立って案内してくれた。公
民館では温かいご飯と味噌汁を振る舞っていただ
いた。会津坂下町とはそれまで何のつながりも無かっ
たのに、すごくお世話になった。

３月17日（木） 9時48分 陸上自衛隊のヘリが3
号機への海水を計4回
投下

19時 警視庁機動隊が高圧放
水車で放水開始

19時15分 自衛隊消防車が地上か
ら放水

３月18日（金） 川西公民館に村の行政基幹システム
を設定し、各種証明などのサービス
を開始

双葉町

相馬市

二本松市

伊達市

川俣町
飯舘村

いわき市

田村市

南相馬市

小野町

広野町

川内村

葛尾村

楢葉町

富岡町

浪江町

福島第一原発

福島第二原発

大熊町

避難指示区域

屋内退避指示区域

10km

20km

30km

3月15日
福島第一原発の半径20kmから30km圏内に屋内退避指示。

避難所での様子（川西公民館）

避難所での様子（川西公民館）
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日時 原発をめぐる官邸、東電等の動き 葛尾村の動き 金谷喜一 副村長（当時は総務課長）の証言

３月19日（土） 0時30分 東京消防庁ハイパーレスキュー隊が第一原発3
号機に放水開始（翌日3時40分まで）

16時15分 枝野官房長官が福島県の牛乳と茨城県のホウレ
ンソウから基準値を超える放射線量を検出した
と発表

３月21日（月） 厚生労働省が飯舘村の水道水から基準値の3倍
の放射性ヨウ素を検出したと発表

３月22日（火）17時17分 第一原発4号機にコンクリートポンプ車を使って
放水開始

３月23日（水） 原子力安全委員会がSＰEEDＩ（緊急時迅速放射
能影響予測ネットワークシステム）の試算結果を
公表

３月30日（水） 東京電力会長が第一原発１号機〜4号機は「廃止
せざるを得ない」と発言

4月2日（土） 東電が第一原発２号機から高濃度汚染水が海に
漏れ出ているのを確認

4月4日（月） 東電が第一原発敷地内にある比較的低濃度の
汚染水を海に放出

4月５日（火） 会津坂下町、柳津町ほかの旅館・ホ
テルへ住民移動開始

4月12日（火） 原子力安全保安院が第一原発事故の深刻度をＩ
ＮES（国際原子力事象評価尺度）で最悪の「レベ
ル７」と暫定評価（チェルノブイリ級）

4月21日（木） 旧法務局会津坂下出張所に、村役場
会津坂下出張所開設

4月22日（金） 警戒区域・計画的避難区域・緊急時避難準備区
域の設定

村内残留者を避難させるため、自衛
隊と共同で村内へ

4月26日（火） 文部科学省が第一原発周辺地域の放射線量分
布マップを公表

５月12日（木） 警戒区域への一時立ち入りを開始

５月15日（日） 第一原発１号機のメルトダウンが地震発生16時
間後の3月12日６時50分頃との暫定評価

５月24日（火） 東電が第一原発２号機と3号機でもメルトダウン
との解析結果を発表

６月15日（水） 三春町貝山運動公園管理事務所に、
村役場三春出張所（貝山事務所）開
設。職員が常駐
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日時 原発をめぐる官邸、東電等の動き 葛尾村の動き 金谷喜一 副村長（当時は総務課長）の証言

３月19日（土） 0時30分 東京消防庁ハイパーレスキュー隊が第一原発3
号機に放水開始（翌日3時40分まで）

16時15分 枝野官房長官が福島県の牛乳と茨城県のホウレ
ンソウから基準値を超える放射線量を検出した
と発表

３月21日（月） 厚生労働省が飯舘村の水道水から基準値の3倍
の放射性ヨウ素を検出したと発表

３月22日（火）17時17分 第一原発4号機にコンクリートポンプ車を使って
放水開始

３月23日（水） 原子力安全委員会がSＰEEDＩ（緊急時迅速放射
能影響予測ネットワークシステム）の試算結果を
公表

３月30日（水） 東京電力会長が第一原発１号機〜4号機は「廃止
せざるを得ない」と発言

4月2日（土） 東電が第一原発２号機から高濃度汚染水が海に
漏れ出ているのを確認

4月4日（月） 東電が第一原発敷地内にある比較的低濃度の
汚染水を海に放出

4月５日（火） 会津坂下町、柳津町ほかの旅館・ホ
テルへ住民移動開始

4月12日（火） 原子力安全保安院が第一原発事故の深刻度をＩ
ＮES（国際原子力事象評価尺度）で最悪の「レベ
ル７」と暫定評価（チェルノブイリ級）

4月21日（木） 旧法務局会津坂下出張所に、村役場
会津坂下出張所開設

4月22日（金） 警戒区域・計画的避難区域・緊急時避難準備区
域の設定

村内残留者を避難させるため、自衛
隊と共同で村内へ

4月26日（火） 文部科学省が第一原発周辺地域の放射線量分
布マップを公表

５月12日（木） 警戒区域への一時立ち入りを開始

５月15日（日） 第一原発１号機のメルトダウンが地震発生16時
間後の3月12日６時50分頃との暫定評価

５月24日（火） 東電が第一原発２号機と3号機でもメルトダウン
との解析結果を発表

６月15日（水） 三春町貝山運動公園管理事務所に、
村役場三春出張所（貝山事務所）開
設。職員が常駐

おにぎりと共に差し入れられた温かいメッセージ（川西公民館）

双葉町

相馬市

二本松市

伊達市

川俣町
飯舘村

いわき市

南相馬市

小野町

広野町

川内村

葛尾村

楢葉町

富岡町

浪江町

福島第一原発

福島第二原発

大熊町緊急時
避難準備区域

緊急時
避難準備区域計画的

避難区域

避難指示区域・警戒区域

田村市

20km

30km

4月22日
福島第一原発の半径20km圏外の特定地域を計画的避難区域
および緊急時避難準備区域として設定。福島第一原発の半径
20km圏内（海域を含む）について、警戒区域として設定。

災害対策本部の黒板（川西公民館）
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日時 原発をめぐる官邸、東電等の動き 葛尾村の動き 金谷喜一 副村長（当時は総務課長）の証言

６月16日（木） 政府の原子力災害対策本部が局地的に放射線量
の高い特定地点を「特定避難勧奨地点」に指定

６月21日（火） 葛尾特別警戒隊が村内の防犯パト
ロールを開始。村民52人に委嘱。５
班体制で3交代24時間パトロール

６月26日（日） 三春町の三春ダム周辺10カ所の仮
設住宅への住民入居開始

７月１日（金） 村役場三春出張所（三春の里事務
所）開設

８月10日（水） 村役場会津坂下出張所閉鎖

８月31日（水） 避難所、ホテル等に暮らす住民がゼロに
避難者総数1524人
県外133人
県内1393人
自主避難34人
借り上げ住宅446人
仮設住宅913人

●		会津地方に避難していた頃、風による放射性物質
拡散の件について「今の時代、放射線量の予測デー
タが何も無いってことはないのでは」という話をし
ていた。そのうちに、SＰEEDＩ（緊急時迅速放射能
影響予測ネットワークシステム）のデータが出てきて、
「やっぱりあった。何で早く発表しない」と憤った。

葛尾特別警戒隊出発式避難先での様子（会津坂下出張所）

災害対策本部の様子（川西公民館）
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日時 原発をめぐる官邸、東電等の動き 葛尾村の動き 金谷喜一 副村長（当時は総務課長）の証言

６月16日（木） 政府の原子力災害対策本部が局地的に放射線量
の高い特定地点を「特定避難勧奨地点」に指定

６月21日（火） 葛尾特別警戒隊が村内の防犯パト
ロールを開始。村民52人に委嘱。５
班体制で3交代24時間パトロール

６月26日（日） 三春町の三春ダム周辺10カ所の仮
設住宅への住民入居開始

７月１日（金） 村役場三春出張所（三春の里事務
所）開設

８月10日（水） 村役場会津坂下出張所閉鎖

８月31日（水） 避難所、ホテル等に暮らす住民がゼロに
避難者総数1524人
県外133人
県内1393人
自主避難34人
借り上げ住宅446人
仮設住宅913人

●		会津地方に避難していた頃、風による放射性物質
拡散の件について「今の時代、放射線量の予測デー
タが何も無いってことはないのでは」という話をし
ていた。そのうちに、SＰEEDＩ（緊急時迅速放射能
影響予測ネットワークシステム）のデータが出てきて、
「やっぱりあった。何で早く発表しない」と憤った。

平成22年に村内全域に整備された「情報基盤整備事業」の全体イメージ。
一般電話回線・携帯電話回線が不通になる中、IP音声告知放送などにより迅速な情報提供を行うことができた。

通信事業者
フレッツ光網

通信事業者による光ブロードバンド提供
（通信事業者と利用者の契約による）

同軸
ケーブル

IP音声告知
端末 インターネットテレビ（地デジ）

光ファイバー
ケーブル

葛尾村役場
地デジ再送信装置
IP音声告知放送用装置

各家庭
光変換装置
IP音声告知放送受信機

受信アンテナ

LAN
ケーブル

VONU
DONU BBルータ

事業者側
NW機器

ISP



24

住民
地震による直接の死傷者はいないものの、外出先
での津波被害により１名の方が行方不明となって
いる。

家屋

電話

落合地区簡易水道浄水場は、前処理施設、ろ過装
置の配管が被災した。配水管は3カ所でひび割れし
漏水したが、応急復旧工事を行い、3月14日には
通水が可能となった。
ただし、3月15日以降、消毒等の管理を行って

いないため、飲料水としては利用できなくなって
いる。

第2章 大震災発生と被害状況

配水管の漏水状況（活性化センター付近）

屋根瓦の損壊

水道

47棟の屋根瓦が損壊したものの、当初、家屋の
被害は比較的軽微と思われたが、後の調査により
11棟が半壊と判定された。

3月12日夜、一般・携帯の電話回線が途絶したが、
ＩＰ電話網を敷設してあったため、村内の通信手段は
確保できた。

平成23年3月11日午後2時46分、三陸沖を震源とするマグニチュード9.0、最大震度7の大地震が発生した。
葛尾村の最大震度は5強。
国内観測史上最大の津波で東北～関東を中心に甚大な被害をもたらした。
東京電力福島第一原子力発電所も地震と津波に襲われ、放射性物質が拡散する被害となった。
葛尾村は、地震被害こそ他自治体に比べ軽微だったものの、行政機能ごと全村避難という未曾有の事態に追い込まれた。
以下、被害の状況を分野別に記す。
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その他

医療機関

道路

その他、公共施設等の被害及び復旧状況は資料編90ページに記載。

震災後、村内の内科診療所及び歯科診療所は診療
を休止した。施設は、入り口の自動ドアのガラスが

破損し、壁や天井にひび割れの被害があった。

村内の道路では、舗装亀裂69カ所、路肩崩壊14
カ所、土砂崩れ・法面崩落５カ所、落石６カ所の被
害があった。県道常葉・野川線では舗装亀裂や法面
崩落、県道落合・浪江線では法面崩落や落石、国道

399号線では法面崩落のため、それぞれ一時通行不
能となった。
被災した箇所についての詳細は次ページに記載。

葛尾中学校

当日は卒業式で大半の生徒が在校しており、地震
発生時には校庭へ避難した。余震の状況を見ていた
が、気温が下がってきたため、午後4時半ごろに１
階の教室に移動し待機。午後６時15分に最終下校
した。
体育館東側の法面は崩落し危険な状態であった。
校庭には亀裂が入り、学校への進入路では液状化現
象も起こった。校舎内では天井・照明器具の落下や、
ストーブの煙突が外れるなどの被害があった。

葛尾小学校

地震発生時は放課後であったが、大半の児童は在
校していた。校舎は築40年を経過し老朽化が進ん
でいたが、２カ月前に耐震補強工事を終えたばかり
で震度６強程度にも耐えられる状態であったため、
教室内の机の下に隠れながら地震がおさまるのを待
ち、午後５時27分に最終下校した。
校舎は床や外壁に亀裂が入り、天井・照明器具の
落下などの被害があった。

葛尾幼稚園

地震発生時は放課後であったが、大半の園児は在
園していた。最初は机の下に隠れていたが、地震が
なかなかおさまらないため園庭に避難。午後５時に
最終下校した。
園舎は直前に建て替え工事をしており、天井・照
明器具の落下などの被害があったものの大きな被害
はなかった。

中学校体育館の法面

教育施設
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道路被災箇所 平成23年3月12日時点

上葛尾 下葛尾 広谷地 野行 上野川 野川 落合 夏湯 大放 大笹 岩角 合計

舗装亀裂 ５ ７ １ 3 15 17 ２ ５ 12 ２ ０ 69

路肩崩壊 ０ ０ ０ ０ １ 3 １ ０ １ 8 ０ 14

土砂崩れ
法面崩落 ０ １ ０ ０ ０ １ １ １ １ ０ ０ ５

落　　石 ０ １ ０ ０ ０ ０ １ ０ ２ １ １ ６

村道 浜井場・持藤田線（野川）

村道 浜井場・北平線（下葛尾）

県道 常葉・野川線（上野川） 村道 小坂・曲山線（下葛尾）

農道 東線（上野川）
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0 1 2 3 4 5km

N落石・土砂崩れなど

舗装亀裂

路肩崩壊

通行止め

通行止め 通行止め

通行止め

通行止め

通行止め

1m落石

1m落石

40m斜面
土砂崩れ

土砂崩れ

土砂崩れ

落石

落石

落石
路肩崩壊

路肩崩壊

路面に落石

法面崩壊

舗装亀裂
舗装亀裂

10cm舗装亀裂

舗装亀裂

舗装亀裂

舗装亀裂

舗装亀裂

舗装亀裂

舗装亀裂
舗装亀裂

舗装亀裂

舗装亀裂

舗装亀裂

舗装亀裂

舗装亀裂

舗装亀裂

舗装亀裂舗装亀裂
舗装亀裂

舗装亀裂
舗装亀裂

舗装亀裂

3cm舗装亀裂

舗装
亀裂舗装亀裂

舗装亀裂

舗装亀裂

野川 

上野川

上葛尾

下葛尾

大笹

岩角

広谷地

大放

落合

夏湯

野行

国
道
３
９
９
号
線

県道浪江・三春線

村道 落合・下野行線（大笹）

主な道路被災箇所

国道399号線（落合）

村道 夏湯線（夏湯） 県道 落合・浪江線（大放）


