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 １．福島県浪江町の概要  

 
● 位置 福島県浜通りの最東端に位置し、東は太平洋に面し、西は阿武隈山系

の山々が海岸線から 10km 地点まで延びています。東端から西端まで 30km 以

上ごさいます。 
 
● 面積 ２２３．１０ｋ㎡ 
 
● 人口 平成 23 年 3 月 11 日現在住民基本台帳上では 
 ２１，５４２人(外国人１０８人を含む（世帯数 ７，７６５世帯） 
 
● 隣接自治体 双葉郡双葉町、二本松市、南相馬市、相馬郡飯舘村 
  
● ７割近くが山林でございます。これらの山々と請戸川、高瀬川の二つの河川

が、豊かな水資源の源となって、隣接町村に水を供給したり、ドリンク剤エス

カップも当町の水で作られていましたとおり、豊かな水資源は当町の特徴であ

りました。 
 
● 近年においての当町出身者をご紹介いたしますと、戦前戦後の作曲家；佐々木俊一

氏、民謡歌手;原田直之氏、花王石鹸元社長；常盤文克氏、日本医師会会長；原中勝征

（ゆき）氏などがいらっしゃいます。 
 
● 観光面では、江戸時代から当相馬藩の特産品としての歴史を持つ大堀相馬焼の里、

陶芸の杜おおぼり。請戸川のさけ やな場、高瀬川渓谷などでありました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

浪江町 位置図 
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 ２．東日本大震災における浪江町の状況  

 

● 被害の状況 
 
 ○人的被害（平成２４年 6 月 8 日時点） 
 
  ・死者      １４９人（地震１名・津波１４８名) 
  ・行方不明者    ３４人（津波） 
  ・震災関連死   １２８人 
 
   当該津波全壊地区（請戸・棚塩）における人口１、９８５人 

（平成２３年３月１１日時点） 
 
 ○住宅被害 
 
  ・津波による被害家屋棟数  ６１３棟 全壊 
 
 
 ○原子力災害被害者数（平成２３年３月１１日時点） 
           
  ・２０ｋｍ圏内の警戒区域に、２０，０８３人（７，２３３世帯） 
 

  ・それ以外の津島地区に、１，４５９人（５３２世帯） 
   ほぼ３０km 圏内に入るが、圏外も存在する。 
 

  ・浪江町全世帯が避難生活中。４５都道府県に避難。（平成 2４年 6 月 4 日時

点で以下のとおり） 

 
   福島県内  １４，３１４人 
 
   ①東京都     ９９７人 
     ②茨城県     ８２９人 
   ③埼玉県     ８１０人 
   ④新潟県     ６５４人 
      ⑤千葉県     ５９６人 
      
                

      他 39 道府県及び国外 
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 ○役場機能移転の経過 

平成２３年 

・３月１１日 14:46  震度６強の地震発生 

        15:33  津波第一波到達 

16:36  原子炉非常用冷却装置注水不能 

・３月１２日 5:44  テレビ記者会見により半径 10 ㎞圏内住民に対する避難指示を聴取 

       13:00  浪江町役場津島支所へ移転を決定～夕刻まで全員移転 

       15:36  福島第一原発１号機の爆発音到達 

       18:25  テレビ記者会見により半径 20 ㎞圏内住民に対する避難指示を聴取 

･３月１４日 11:01  福島第一原発３号機で、水素爆発 

・３月１５日 5:30   町災害対策会議で二本松方面への避難方針決定 

       10:00～二本松市へ住民移動開始 

        夕刻  二本松市役所東和支所に役場機能移転完了 

 

・５月２３日      福島県男女共生センター(二本松市)へ役場機能を移転 

 

平成２４年 

・１０月１日      二本松市平石高田地区に仮設役場庁舎を建設移転の予定 
 

 ３．浪江町からの避難者の状況  

 ・市別避難者数（平成２４年６月４日時点） 

千代田区 8 人 中央区 １人 港区 ８人 

新宿区 １４人 文京区 6 人 台東区 ９人 

墨田区 ５人 江東区 ２６０人 品川区 １０人 

目黒区 ７人 大田区 ５０人 世田谷区 ３５人 

渋谷区 ３人 中野区 ３３人 杉並区 １０人 

豊島区 ２１人 北区 １８人 荒川区 １０人 

板橋区 ６０人 練馬区 ４２人 足立区 ３１人 

葛飾区 ２７人 江戸川区 ７５人 八王子市 ３５人 

立川市 １８人 武蔵野市 １１人 調布市 １２人 

町田市 ５１人 西東京市 ２７人 その他 ９７人 

 
＊ 平成２３年３月１１日以降、他区市町村へ転出数・出生数も算入済。 
 

合計 ９９４ 人    
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 ４．東京都及び区内自治体からの職員支援状況  

                    

都市区御名 支援いただいた期間 支援人数 職務内容 

東京都 平成 23 年 4 月より一週間 毎日２名 
仮設住宅事務 

借上げ住宅事務支援 

葛飾区 平成 23 年５月より二ヶ月間 毎日３名 一時立入事務支援 

練馬区 平成 23 年７月より二週間 毎日３名 一時立入事務支援 

杉並区 平成 23 年８月より二週間 毎日３名 一時立入事務支援 

板橋区 平成 23 年８月より二週間 毎日３名 一時立入事務支援 

中野区 平成 23 年９月より二週間 毎日３名 一時立入事務支援 

豊島区 平成 23 年９月より一週間 
毎日３～４

名 
一時立入事務支援 

新宿区 平成 23 年４月より二週間 毎日３名 
仮設住宅事務 

借上げ住宅事務支援 

千代田区 平成 23 年５月より一週間 毎日３名 
仮設住宅事務 

借上げ住宅事務支援 

中央区 平成 23 年５月より五週間 毎日３名 
仮設住宅事務 

借上げ住宅事務支援 

港区 平成 23 年５月より一週間 毎日３名 
仮設住宅事務 

借上げ住宅事務支援 

武蔵野市 平成 23 年６月より一週間 毎日１名 
仮設住宅事務 

借上げ住宅事務支援 

府中市 平成 23 年６月より一週間 毎日１名 
仮設住宅事務 

借上げ住宅事務支援 

調布市 平成 23 年６月より一週間 毎日１名 
仮設住宅事務 

借上げ住宅事務支援 
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小平市 平成 23 年６月より一週間 毎日１名 
仮設住宅事務 

借上げ住宅事務支援 

清瀬市 平成 23 年６月より一週間 毎日１名 
仮設住宅事務 

借上げ住宅事務支援 

西東京市 平成 23 年６月より一週間 毎日１名 
仮設住宅事務 

借上げ住宅事務支援 

青梅市 平成 23 年６月より一週間 毎日１名 
仮設住宅事務 

借上げ住宅事務支援 

八王子市 平成 23 年６月より一週間 毎日１名 
仮設住宅事務 

借上げ住宅事務支援 

福生市 平成 23 年６月より一週間 毎日１名 
仮設住宅事務 

借上げ住宅事務支援 

日野市 平成 23 年６月より一週間 毎日１名 
仮設住宅事務 

借上げ住宅事務支援 

町田市 平成 23 年６月より一週間 毎日１名 
仮設住宅事務 

借上げ住宅事務支援 

稲城市 平成 23 年６月より一週間 毎日１名 
仮設住宅事務 

借上げ住宅事務支援 

東大和市 平成 23 年６月より一週間 毎日１名 
仮設住宅事務 

借上げ住宅事務支援 

国立市 平成 23 年６月より一週間 毎日１名 
仮設住宅事務 

借上げ住宅事務支援 

武蔵村山市 平成 23 年６月より一週間 毎日１名 
仮設住宅事務 

借上げ住宅事務支援 

品川区 平成 23 年７月より約二ヶ月間 毎日３名 
仮設住宅事務 

借上げ住宅事務支援 

東京都選挙 
管理委員会 
事務局 

平成２３年１１月より一週間 毎日２名 選挙事務支援 
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 ５．東京都内からの支援状況  

                    （平成２４年６月４日時点） 

支援していただいた方 都市区御名 概要 

㈱ゲームフリーク様 世田谷区 義援金 

(㈱ぎょうせいデジタル事業様 江東区 義援金 

全国町村会様 千代田区 義援金 

荒 義尚様 世田谷区 義援金 

国際人権ﾈｯﾄﾜｰｸ緒方由美子様 豊島区 義援金 

鈴木孝有様 日野市 義援金 

立教大学文学部ドイツ文学科 2004 年卒業生一同様 豊島区 義援金 

㈱ｱﾄｯｸｽ 取締役社長矢口敏和様 中央区 義援金 

株式会社金門製作所 代表取締役社長岩井昌秋様 豊島区 義援金 

第一法規株式会社様 港区 義援金 

立正佼成会 教務局社会貢献グループ様 杉並区 義援金 

㈲小宮防災工業所様 葛飾区 義援金 

中華料理 一来様 杉並区 義援金 

トウキョウアンテナコンテナ様 千代田区 義援金 

秋葉悦子様 千代田区 義援金 

栃本園恵様 品川区 義援金 

民謡原田会事務局様 練馬区 義援金 

新日本婦人の会中央本部様 文京区 義援金 

読書会様 杉並区 義援金 

実践学園合唱部一同様 中野区 義援金 

日立化成工業㈱様 新宿区 義援金 

㈱株式会社住環境計画研究所長 中上英俊様 千代田区 義援金 

渡辺貴洋様 江戸川区 義援金 

藤井純一様 文京区 義援金 

フラメンコチャリティ-ライブ様 小平市 義援金 

社団法人品川法人会 様 品川区 義援金 

上杉さなゑ様 西東京市 義援金 

東京都荒川区原町会会長 関根要一様 荒川区 義援金 

東京書籍㈱ 代表取締役社長川畑慈範様 北区 義援金 

秋葉悦子・大川あおい様 江東区 義援金 

東京紙パルプ交易株式会社 取締役社長井川廣髙様 中央区 義援金 

東京紙パルプ交易株式会社 取締役社長井川廣髙様 中央区 義援金 

日立化成工業株式会社 取締役会長長瀬寧次様 新宿区 義援金 

㈱NSＤ 代表取締役今城義和様 新宿区 義援金 
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㈱ぎょうせい 代表取締役社長澤田裕二様 江東区 義援金 

第９条の会・ｵｰﾊﾞｰ東京・東京の教育破壊を考える会様 杉並区 義援金 

あぶくま信用金庫様 中央区 義援金 

社団法人日本原子力産業協会様 港区 義援金 

㈳日本原子力産業協会総務部様 港区 義援金 

日本郵政募金会 代表片野健一様 千代田区 義援金 

宮嶋茂樹様 千代田区 義援金 

日本共産党中央委員会様 渋谷区 義援金 

曹洞宗宗務庁様 港区 義援金 

小平市部課長会様 小平市 義援金 

小平市役所 高齢者福祉課様 小平市 義援金 

小平市健康福祉部 部課長様 小平市 義援金 

小林清・文江・大川あおい様 新宿区 義援金 

㈱テプスター様 港区 義援金 

磯崎 勇様 大田区 義援金 

三科 力様 小平市 義援金 

NPО法人いきいきﾌｫｰﾗﾑ草の根支援様 文京区 義援金 

VIDESJAPAN 代表稲川孝子様 北区 義援金 

石川正三様 杉並区 義援金 

ｻﾝｴｰ㈱ 代表取締役進藤耕一様 北区 義援金 

万田美恵子様 世田谷区 義援金 

日本自治体労働組合連合会様 文京区 義援金 

三科 力様 小平市 義援金 

シダックス株式会社 代表取締役社長 志太 勤一 様 渋谷区 義援金 

㈱東京ﾕﾆﾌｫｰﾑ様 千代田区 義援金 

高橋治美様 国立市 義援金 

すみだ次世代経営研究協議会様 墨田区 義援金 

ヒタチカセイコウギヨウ（カ）様 新宿区 義援金 

株式会社ファ-スト・対馬建設株式会社様 練馬区 義援金 

三科 力様 小平市 義援金 

ｱﾄﾗﾙｼﾞｬﾊﾞﾝ様 品川区 義援金 

東京福島県人浜通り会会長馬場信房様 新宿区 義援金 

㈱チエンジ様 渋谷区 義援金 

東京ｳｨﾒﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ様 世田谷区 義援金 

日本ｸｴﾝ酸ｻｲｸﾙ研究会様 中央区 義援金 

㈱DHC 会長 吉田嘉明様 港区 義援金 

㈱D．Ｈ．Ｃ様 港区 義援金 

吉川広様 大田区 義援金 

請戸第二老人クラブ様 立川市 義援金 

公益社団法人日本ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺﾞﾙﾌ協会様 渋谷区 義援金 
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清和ｲﾚﾌﾞﾝ様 葛飾区 義援金 

㈱花の宴 藤野とし恵ふぁんくらぶ様 豊島区 義援金 

㈱ｱｰﾃ･ｸﾙ十時亨様 中央区 義援金 

中山英子様 世田谷区 義援金 

三科 力様 小平市 義援金 

四川料理龍門様 品川区 義援金 

松岡八十子様 町田市 義援金 

ｺｰﾙﾏｲｸｽ代表錦見勝之様 練馬区 義援金 

NPO 日本文化交流促進会 日本新華僑華人会 

中国書法学院 様 
渋谷区 義援金 

さだ まさし様 千代田区 義援金 

南 こうせつ様 渋谷区 義援金 

阪尾安紀子様 目黒区 義援金 

2050 EARTH CATALOGUE 展実行委員会様 港区 義援金 

平松伸二様 葛飾区 義援金 

日本郵政募金会 代表片野健一様 千代田区 義援金 

やきもの世代交流会･セラミック・世良ミックス様 多摩市 義援金 

㈱ｻﾝｹｲﾋﾞﾙ東京ﾌﾟﾗｻﾞ営業部様 千代田区 義援金 

㈱フジテレビジヨン様 港区 義援金 

東京都立八王子北高校様 八王子市 義援金 

㈳東京公共嘱託登記司法書士協会理事長田目正秋様 新宿区 義援金 

東京都立八王子北高校様 八王子市 義援金 

ヨコモリ  株式会社ヨコモリ様 渋谷区 義援金 

㈶日本原子力文化振興財団様 港区 義援金 

吉田雄二様 品川区 義援金 

ｵｰｴﾑ通商㈱様 港区 義援金 

㈱ｱｰﾈｽﾄﾜﾝ様 西東京市 義援金 

日本体育大学様 世田谷区 義援金 

ｽﾀｰﾃｨｱ㈱様 新宿区 義援金 

松原清恵様 狛江市 義援金 

門馬礼子様 調布市 義援金 

株式会社オフィスレン 長渕悦子様 目黒区 義援金 

西野陽子様 練馬区 義援金 

町田酒販協同組合様 町田市 義援金 

国際ｺﾐﾆｵﾝ学会様 渋谷区 義援金 

原田静雄様 練馬区 義援金 

日本自治体労働組合総連合様 文京区 義援金 

日本ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ会様 台東区 義援金 

 
さまざまな物資支援も含め 他多数  


