
 
東日本大震災(Ｈ23/3/11)に対する黒部市支援状況 

 

１．市職員の派遣  

(1)市民病院 

①災害派遣医療チ－ム（ＤＭＡＴ） 医師・看護師等５名  Ｈ23/３/11～14 （盛岡市） 

  ②医療救護班           医師・看護師等７名   Ｈ23/３/21～26  （釜石市） 

    ③県看護協会看護師派遣      看護師１名      Ｈ23/４/８～12 （いわき市） 

  ④放射線管理専門家派遣      診療放射線技師１名  Ｈ24/１/12～13 （福島第一原発内診察所） 

(2)消防本部 

  ①緊急消防援助隊第一次隊     消防士７名      Ｈ23/３/12～14  （名取市） 

  ②緊急消防援助隊第二次隊     消防士５名      Ｈ23/３/14～17  （名取市） 

  ③緊急消防援助隊第三次隊     消防士５名      Ｈ23/３/17～21  （名取市） 

  ④緊急消防援助隊第四次隊     消防士５名      Ｈ23/３/21～25  （名取市） 

  ⑤緊急消防援助隊第五次隊     消防士５名      Ｈ23/３/25～29  （名取市） 

  ⑥緊急消防援助隊第六次隊     消防士５名      Ｈ23/３/28～４/１(名取市） 

  ⑦緊急消防援助隊第七次隊     消防士５名      Ｈ23/４/１～４/６(名取市） 

      ※第八次隊、第九次隊については、黒部市消防本部への要請なし 

   ※Ｈ23/４/13→緊急消防援助隊富山県隊の派遣終了 

   ◎Ｈ23/５/８～９→ 市消防団正副団長、副市長、消防長らが宮城県南三陸町・仙台市・名取市を視察

するとともに、名取市消防団長・副市長と面談           

(3)保健師 

  ①県・黒部市・小矢部市チ－ム   保健師１名      Ｈ23/４/１～６  （気仙沼市） 

  ②富山市・高岡市・黒部市・上市町チ－ム 保健師１名      Ｈ23/４/21～26  （気仙沼市） 

  ③県・富山市・射水市・黒部市チ－ム 保健師１名          Ｈ23/５/19～24  (気仙沼市) 

  ④県・黒部市チ－ム        保健師１名      Ｈ23/６/28～７/３（気仙沼市） 

 ⑤富山市・黒部市チ－ム      保健師１名      Ｈ23/７/７～13    (気仙沼市） 

(4)上下水道技師等 

  ①応急給水班黒部市派遣１回目   技師２名           Ｈ23/３/27～31  （石巻市） 

 (5)その他職員 

Ｈ23/４/６→全国市長会から職員派遣の要請(3/30)を受け、採用後２～３年目の若手職員を対象とし、一

名２か月交替×６名派遣で常時１名体制による１年間の職員派遣が可能な旨回答 

 Ｈ23/４/28→全国市長会災害対策本部から、被災県との調整の結果、今回黒部市からの派遣は求めない旨 

連絡あり（被災県からの派遣要請数：673名、全国からの派遣申出数：約 2,000名） 

 Ｈ23/６/10→被災自治体の災害復旧状況と派遣要望調査の結果を踏まえ、全国市長会災害対策本部から再

度、職員派遣の要請を受ける 

 Ｈ23/６/20→若手職員を対象とし、一名２か月交替で常時３名まで８～10 か月の職員派遣が可能な旨回答 

 Ｈ23/９/15→福島県いわき市から土木技術職の派遣要請を受け、以下のとおり職員派遣を決定 

        派 遣 先：福島県いわき市 

        派遣期間：平成 23年 10 月１日～平成 24 年３月 31 日まで（６ヶ月間） 

        派遣職員：若手土木技術職員（2か月交替、延べ３名） 

        業務内容：災害査定後の農地及び農業施設等の災害復旧業務 

 Ｈ24/２/１→福島県双葉町から一般事務職の派遣要請を受け、以下のとおり職員派遣を決定 

        派 遣 先：福島県双葉町（※勤務地：埼玉県加須市の臨時町役場庁舎） 

        派遣期間：平成 24年４月１日～平成 25 年３月 31 日まで（12ヶ月間） 

        派遣職員：若手一般事務職員（３か月交替、延べ４名） 

        業務内容：行財政、借り上げ住宅申請、町立ち入り申請、健康調査等業務 

 Ｈ25/１/４→本年度４人目として商工観光課所属女性職員が赴任 

 Ｈ25/２/15→平成 25年度も引き続き双葉町へ派遣することで、黒部市と双葉町が双方合意 

（派遣予定：一般事務職、３カ月交替、延べ４人 業務内容：復興業務等事務補助) 
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－１－ 



２．義援金の受付等  

 ①Ｈ23/３/15→募金箱の設置：市役所(黒部庁舎・宇奈月庁舎)、中央公民館・各地区公民館、コラ－レ、 

セレネ、市民会館、市民病院 

※Ｈ24.04.1～募金箱設置場所を黒部庁舎、宇奈月庁舎、総合体育センタ－、セレネの４箇所に縮小 

※Ｈ24.10.1～募金箱設置場所を黒部庁舎、宇奈月庁舎の２箇所に縮小 

  ②Ｈ23/３/15～義援金の振り込み案内→市ホ－ムぺ－ジ掲載等 

 ③Ｈ23/３/23→自治振興会長・地区社会福祉協議会合同会議を開催し、市内全世帯に対する義援金依頼を決定 

            〔金額：１世帯概ね 1,000 円、募集期間：３/24～４/15〕 

   ※その他に、青少年育成市民会議、青年会議所、女性団体、青年団体、アクアフェアリ－ズ、ＹＫＫ

陸上・ソフトボ－ル部、商工会議所・商工会等が募金活動を実施 

  【義援金の状況（Ｈ25/３/21現在）】 

   ・地区自治振興会・地区社協による市内全世帯依頼分    13,878,190 円 

   ・市庁舎窓口受付及び募金箱設置分            10,369,456円(12/18比 3,193円増) 

   ・市職員分                       2,349,806 円 

    ※Ｈ23/９/９→日本赤十字社富山県支部より通達：受付期間の延長（Ｈ23.９/30まで → Ｈ24.３/31まで） 

   ※Ｈ24/３/５→日本赤十字社富山県支部より通達：受付期間の延長（Ｈ24.３/31まで → Ｈ24.９/30まで） 

   ※Ｈ24/９/６→日本赤十字社富山県支部より通達：受付期間の延長（Ｈ24.９/30まで → Ｈ25.３/31まで） 

   ※Ｈ25/３/８→日本赤十字社富山県支部より通達：受付期間の延長（Ｈ25.３/31まで → Ｈ26.３/31まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．義援物資の受付・搬送  

 ①市備蓄物資 (Ｈ23/３/16)→毛布 500 枚を福島県へ搬送 

        (Ｈ23/３/22)→乾燥粥 2,800食、乾パン 1,600 食、小児用紙おむつ 200枚、食器セット 1,600 

を宮城県へ搬送 

  ②個人・企業等からの義援物資の受付〔場所：市役所(黒部庁舎・宇奈月庁舎、期間：Ｈ23/３/19～31)〕 

   対象物資：毛布、紙おむつ、タオル・バスタオル、保存食品(カップ麺・インスタント麺・乾パン・ 

レトルト食品の１ダ－ス又は１箱単位)、水(１ダ－ス又は１箱単位)、粉ミルク 

        【Ｈ23/３/19～31までの提供実績：721 名】→ 受付終了 

《義援物資数量》 

毛 布 タオル類 紙おむつ 粉ミルク 離乳食 水 ジュ－ス類 
保存食品等 

(乾パン・アルファ米・
カップ麺・缶詰等) 

その他 
(ティッシュ・マスク・
消毒液・歯ブラシ等) 

計 

427 10,197 315 46 77 9,375 134 1,988 13,984 36,543 

－２－ 

《義援金配分状況》 

 ※注１ 国内外からの義援金は、日本赤十字社、日本中央共同募金会、日本放送協会(ＮＨＫ)で集積 

 ※注２ 集積された義援金の流れは、①「義援金配分割合決定委員会(事務局：厚生労働省)」で決定さ

れ被災都道県へ、②被災都道県に設置された「義援金配分委員会」で決定され被災市町村へ、

③被災市町村の罹災状況等確認により被災者へ届く。 

 ※注３ 被災者への配分基準は、死亡・行方不明／住宅全壊→35万円(１人当たり／１戸当たり)、住宅

半壊→18万円(１戸当たり)、原発避難指示等→35万円(１世帯当たり)など 

 ※注４ 配分対象の都道県は、「死者・行方不明」、「全壊・半壊・流失・全焼・半焼」被害が発生して

いる以下の 15道府県 

      北海道、青森県、岩手県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、 

千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、長野県 

【Ｈ25/1 月末時点での実績】 

義援金総額○Ａ  
(日赤＋共同募金会＋ＮＨＫ) 

15 都道県への 
送金額○Ｂ  

市町村への 
送金額○Ｃ  

被災者への 
送金額○Ｄ  

被災者への配分件数 

３,６４４億円 
３,６０３億円 ３,５４３億円 ３,３９３億円 

１,６４４千件 （○Ｂ ／○Ａ ） 

９８.９% 

（○Ｃ ／○Ａ ） 

９７.２% 

（○Ｄ ／○Ａ ） 

９３.１% 

 



 ③個人・企業等からの義援物資の搬送 

   (Ｈ23/３/24)→水(502 箱：約 6,000 ㎏)を宮城県大崎市へ搬送 

   (  同   日  )→タオル・バスタオル(79 箱：4,905 枚)、子ども用紙おむつ(38 箱：200袋)、粉ミルク 

(５箱：24缶)、保存食品(47 箱)、消毒液・マスク・ティッシュ等(57箱)、計 226箱 

を岩手県へ搬送 

   (Ｈ23/３/28)→食料品、紙おむつなど(39箱)を宮城県へ搬送 

   (Ｈ23/４/20)→食料品、水、ジュ－ス類(31箱)を宮城県気仙沼市へ搬送 

   (Ｈ23/９/24)→毛布 350 枚を宮城県南三陸町へ搬送 

   (Ｈ23/10/21)→タオル 345 枚、おむつ 48 パック、マスク 8,000 枚、カイロ 10 パックを宮城県南三陸町へ搬送 

   (Ｈ23/12/26)→タオル 3,040 枚、バスタオル 228 枚、おむつ 25 パックを気仙沼市及び南三陸町へ搬送 

          〔※義援物資の在庫搬送完了〕 

 

４．被災者の受入れ   

(1)滞在住居等の確保及び住居提供申入れの受付 

  ①市公共施設等：ふれあいハウス宮野、あこや－の、山本家、新川荘 

  ②市営住宅：特定公共賃貸住宅９戸（生地４戸、ハイムけいや１戸、ハイムけいやⅡ４戸） 

  ③雇用促進住宅の確保：50戸（金屋 25戸、堀切 25 戸 ※ただし入居化には数日間の準備期間が必要） 

  ④個人・寺院・企業等からの住居提供申入れの受付 

   〔申入れ者→27 者、戸数→45 戸〕 

  【※その他商工会議所による社宅の確保 31戸（ＹＫＫ：20戸、黒部峡谷鉄道：４戸、その他：７戸）】 

(2)被災者の受入れ実績 

①福島県郡山市・二本松市から成人男女４名（Ｈ23/３/16～ふれあいハウス宮野にて滞在、Ｈ23/３/25→帰県） 

②福島県双葉町から成人男１名    （Ｈ23/３/22～ふれあいハウス宮野にて滞在、Ｈ23/４/３→帰県） 

③福島県浪江町から１家族３名    （Ｈ23/３/23～市営住宅(ハイムけいや)に入居、Ｈ23/12/２→山梨県へ） 

④宮城県気仙沼市から１家族３名   （Ｈ23/４/21～金屋雇用促進住宅に入居、Ｈ24/４/３→帰県） 

⑤茨城県常陸大宮市から１家族４名  （Ｈ23/５/16～山田新一戸建て借家に入居中） 

⑥宮城県仙台市から成人男１名    （Ｈ23/５/30～三日市栄町民間アパ－ト入居、Ｈ24/11/26→帰県） 

⑦福島県郡山市から１家族２名    （Ｈ23/７/24～ＹＫＫ茅堂社宅に入居、Ｈ23/８/21→帰県） 

⑧福島県伊達市から１家族５名    （Ｈ23/７/24～ＹＫＫ茅堂社宅に入居、Ｈ23/８/21→帰県） 

⑨福島県郡山市から１家族３名    （Ｈ23/８/１～金屋雇用促進住宅に入居、Ｈ23/８/27→帰県） 

⑩福島県福島市から１家族３名    （Ｈ23/８/５～金屋雇用促進住宅に入居中） 

⑪福島県郡山市から１家族３名    （Ｈ23/８/５～金屋雇用促進住宅に入居、Ｈ23/９/22→帰県） 

⑫福島県福島市から１家族４名    （Ｈ23/10/12～金屋雇用促進住宅に入居中） 

⑬福島県田村市から１家族３名    （Ｈ23/10/27～金屋雇用促進住宅に入居中） 

⑭福島県須賀川市から成人男１名   （Ｈ23/11/14～金屋雇用促進住宅に入居中） 

⑮福島県福島市から成人女１名    （Ｈ23/12/８～金屋雇用促進住宅に入居中） 

⑯福島県富岡町から成人女１名    （Ｈ24/６/８～金屋雇用促進住宅に入居中） 

（※注 ⑤・⑥については、独自での住居確保であるが、り災証明に基づき市として各種支援〔国保・ 

上下水道・保育料等〕を講じているため、受入れ実績にカウントし整理する。） 

 

 

 

 
 

－３－ 

【Ｈ25/３/21現在の受入状況】＝ ７家族 17名（うち小学生以下６名） 

○被災地 → 福島県：６家族、宮城県：０家族、茨城県：１家族 

○受入先 → 金屋雇用促進住宅：６家族、民間住宅：１家族 

 



(3)被災者受入れに係る支援方針 

  ①市公共施設、市営住宅の宿泊費又は家賃の免除（雇用促進及び個人等からの住居提供も同様） 

   ※ただし、電気代、ガス代、必要物資等は自己負担 

  ②上下水道料金の減免 

  ③市税及び国保税の減免 

  ④被保険者証なしでの医療受診可及び窓口支払負担金の免除 

  ⑤保健センタ－において、体や心の不安等に関する健康相談を実施 

  ⑥予防接種、妊婦健康診査及び乳幼児健診等の無料化 

  ⑦保育料の減免 

  ⑧小中学校の就学援助費の扶助 

    ⑨市内中小企業等に対する融資保証料助成金及び利子補給金の拡充 

【その他機関の支援状況】 

家財道具(家電・家具・食器・調理器具等)の支援に関する情報提供 県民ボランティア総合支援センタ－ 

電気料金の支払期限延長及び精算の際の特別措置等 北陸電力お客様サ－ビスセンタ－ 

緊急小口資金(生活福祉資金)の貸付 黒部市社会福祉協議会 

就労相談、求人の紹介等 ハロ－ワ－ク魚津 

公共交通機関の無料化 富山地方鉄道、県内コミュニティバス等 

 

(4)保育所・幼稚園・小中学校等への転入等 

【Ｈ25/３月時点】 

  ・保育所：２名  ・幼稚園：３名  ・小中学校：なし 

 

 (5)その他受入被災者への支援 

  ①夏休み期間中の思い出づくりの一助として市内ツア－(１日コ－ス)事業を実施 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

５．市支援対策本部   

  Ｈ23/３/25→「黒部市東日本被災地支援対策本部」を設置し、第１回本部会議を開催 

  Ｈ23/４/５→ 部長連絡会において支援状況等を確認 

  Ｈ23/４/６→ 東日本大震災に係る市町村防災担当部長会議(於：県民会館)に防災危機管理統括監が出席 

  Ｈ23/４/20→ 第２回支援対策本部会議（庁議）を開催し、支援状況等を確認 

  Ｈ23/５/18→ 第３回支援対策本部会議（庁議）を開催し、支援状況等を確認 

  Ｈ23/８/18→ 第４回支援対策本部会議（庁議）を開催し、支援状況等を確認 

  Ｈ24/１/19→ 第５回支援対策本部会議（庁議）を開催し、今後の支援方針等を決定 

 

－４－ 

●事 業 名：「くろべの夏 ワイワイ わくわくツア－」 

●事業主体：黒部市、黒部商工会議所 

●日 時：平成２３年８月２５日(木) 8:30～16:30 頃まで 

●コ － ス：黒部峡谷トロッコ電車(宇奈月～鐘釣間)、宇奈月麦酒館(昼食)、生地の清水、吉田科学館 等 

●参 加 者：市内で受入れている被災者のうち、６家族 17名(うち小学生以下７名)〕 

●参加費用：無料（※黒部峡谷鉄道(株)の支援のほか、必要経費については市と商工会議所で負担） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Ｈ24/２/13→ 上記のうち、市国民健康保険加入被災者に対する支援措置について、国からの期限延長通

知に基づき以下のとおり期限延長を決定 

 

 

 

 
 
 

  Ｈ25/１/15→ 平成 24 年度末までとしていた本市支援措置について、以下のとおり、更に１年間の期限

延長を決定 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         ※本市『東日本被災地支援対策本部』については、Ｈ25/3/31 をもって解散を決定 

         （支援措置の期限延長等に係る調整事務等は、総務課防災危機管理班が継続する。） 

 

６．その他  

(1)黒部商工会議所による取組 

 
 

 

 

 

 

 

◎被災者の市内受入れに関する取組概要は以下のとおり 
  ●バス等で被災地へ出向き、避難希望者を募集の上、黒部市へ案内 
   ○受入規模：100家族、400人程度 
   ○提供住居：企業社宅、市営住宅、雇用促進住宅、個人からの提供住宅等 
   ○対象被災地：協議調整による 

○受入時期： 協議調整による 
   ○受入期間：基本として６ヶ月程度（１年以上の場合も想定） 
   ○支援内容：生活物資の提供、健康面・医療面のケア、短期就労先の確保、保・幼・小中学校の転

入、ボランティア支援など、受入れ後の対応についても鋭意準備中 
  ※商工会議所では受入れに係る経費工面のため、会員を対象とした募金開始 

《第５回支援対策本部会議(Ｈ24/1/19)における協議内容》 

・上記４の(3)の記載事項の中で、市が減免等の支援措置を講じ、かつ、その期間を震災後概ね１年間を 

基本としていた事項の期限延長等について協議  ◎決定した今後の方針等は以下のとおり 

【(1)住宅関連支援】 

  ア．市営住宅入居被災者に対する家賃免除は、雇用促進住宅に準じＨ24 年度末まで期限延長 

  イ．市営住宅及び雇用促進住宅入居被災者に対する上下水道料金の免除は、Ｈ24年度末まで期限延長  

（※ただし、民間賃貸住宅入居被災者に対する上下水道料金の免除は、Ｈ23 年度末まで） 

 【(2)子育て関連支援】 

  ウ．被災家族の保育所保育料及び特別保育料(一時預かり・延長)の免除は、Ｈ24年度末まで期限延長 

  エ．被災家族の幼稚園授業料及び給食費の免除は、Ｈ24年度末まで期限延長 

  オ．被災家族の小中学校就学援助費(給食費・学用品費・校外活動費等)の免除は、Ｈ24 年度末まで期限延長 

【(3)医療・税関連支援】 

  カ．市国民健康保険加入被災者の医療給付一部負担金の免除は、国の基準等に準じＨ24/2/29 まで  

キ．市国民健康保険加入被災者の保険税及び被災者の市税(市民税・固定資産税・軽自動車税・入湯税)

の免除は、国の基準等に基づきＨ23 年度末まで 

【(3)医療・税関連支援】 

カ．市国民健康保険加入被災者の医療給付一部負担金の免除は、国の基準等に準じＨ24/9/30 まで 

  期限延長（※ただし、入院時食事療養費は国の期間延長対象外のためＨ24/2/29 まで） 

  キ．市国民健康保険加入被災者の保険税の免除は、国の基準等に準じＨ24/9/30 まで期限延長 

－５－ 

【(1)住宅関連支援】 

  ア．市営住宅入居被災者に対する家賃免除は、雇用促進住宅に準じＨ25 年度末まで期限延長 

  イ．市営住宅及び雇用促進住宅入居被災者に対する上下水道料金の免除は、Ｈ25年度末まで期限延長  

（※民間賃貸住宅入居被災者は対象外） 

 【(2)子育て関連支援】 

  ウ．被災家族の保育所保育料及び特別保育料(一時預かり・延長保育)の免除は、Ｈ25年度末まで期限延長 

  エ．被災家族の幼稚園授業料及び給食費の免除は、Ｈ25年度末まで期限延長 

  オ．被災家族の小中学校就学援助費(給食費・学用品費・校外活動費等)の免除は、Ｈ25 年度末まで期限延長） 



Ｈ23/４/12→ 黒部商工会議所専務理事、市防災危機管理班職員らが宮城県庁(担当：地域振興課)へ出向 

き、受入れ先等に関して協議、あわせて仙台商工会議所、宮城県社会福祉協議会へ協力要請 

 Ｈ23/４/18→ 市長、防災危機管理統括監、防災危機管理班長、黒部商工会議所専務理事、ＹＫＫＡＰ黒

部事業所総務部長らが宮城県へ出向き、大崎市長及び南三陸町長と面談の上、南三陸町か

ら黒部市への受入れについて直に申し入れ 

 Ｈ23/４/25→ 黒部商工会議所事務局長、市防災危機管理班員らが宮城県石巻市、気仙沼市、塩釜市及び

それぞれの商工会議所へ出向き、受入れ等に関して申入れと協力要請 

  Ｈ23/５/12→ 宮城県各市町から黒部市への集団避難希望の連絡がこない状況に鑑み、受入れ申し出の対

象エリアを福島県まで拡大することを決定し、連絡調整を開始 

 Ｈ23/５/17→ 黒部商工会議所副会頭、事務局長及び市商工観光課職員らが福島県浪江町・飯館村・富岡

町・川内村・大熊町へ出向き、受入れに等に関して申入れ  

 Ｈ23/７/26→ 福島県郡山市で開催された「子育て相談会 in郡山」に黒部商工会議所専務理事らが参加し、

黒部市への移住等の相談受付け(※相談会の概要は以下のとおり) 

 

 

 

 

 

 
  

Ｈ24/７/22→ ７/22から８/25 まで、福島県いわき市の２家族９人(うち小学生以下７人)に対し、夏休み

期間中の本市滞在のため、共和土木(株)所有の一軒家を提供するとともに、生活資金の交

付及び電化製品等の生活必需品を貸与 
 

(2)県による情報 

  ①県内旅館・ホテル等の民間宿泊施設が低料金での被災者受入れを実施 

   ○宇奈月温泉旅館協同組合の独自支援 

    ・１泊３食：3,000 円（連続する７日間以内） 

    ・Ｈ23/４/20 で終了〔10施設での実績：９人(延べ 21 泊)〕 

  ②ボランティア受付窓口の設置 

   ○Ｈ23.3.18 に県ＨＰに掲載し、ボランティアの事前登録を呼びかけ 

    ・窓口：男女参画ボランティア課、県・市町村社協ボランティアセンタ－ 

    ・ボランティアの事前登録：４/18現在：268 件（※４/18で登録募集終了） 

    ●ホランティアの被災地派遣 

第１次派遣：19 名（Ｈ23/４/13～16）    第２次派遣：22名（Ｈ23/４/21～24） 

            第３次派遣：19 名（Ｈ23/４/28～５/１）   第４次派遣：21名（Ｈ23/５/11～15） 

第５次派遣：22 名（Ｈ23/５/18～22）      第６次派遣：22名（Ｈ23/５/25～29） 

第７次派遣：22 名（Ｈ23/６/１～５）        第８次派遣：20名（Ｈ23/６/８～12） 

第９次派遣：22 名（Ｈ23/６/15～19）        第 10次派遣：19名（Ｈ23/６/22～26） 

第 11 次派遣：19 名（Ｈ23/６/29～７/３）    第 12次派遣：23名（Ｈ23/７/６～10） 

            第 13 次派遣：20 名（Ｈ23/７/13～17）       第 14次派遣：21名（Ｈ23/７/20～24） 

            第 15 次派遣：21 名（Ｈ23/７/27～31）       第 16次派遣：20名（Ｈ23/８/17～21） 

            第 17 次派遣：20 名（Ｈ23/８/24～28）       第 18次派遣：22名（Ｈ23/８/31～９/４） 

            第 19 次派遣：21 名（Ｈ23/９/７～11）       第 20次派遣：22名（Ｈ23/９/14～18） 

第 21 次派遣：19 名（Ｈ23/９/21～25）       第 22次派遣：21名（Ｈ23/９/28～10/２） 

第 23 次派遣：11 名（Ｈ23/10/５～９）       第 24次派遣：12名（Ｈ23/10/12～16） 

第 25 次派遣：18 名（Ｈ23/10/19～23）       第 26次派遣：17名（Ｈ23/10/26～30） 

   ○Ｈ23/10/30→県災害救援ボランティア派遣を休止 
 

●事 業 名：「子育て相談会 in郡山」 

●主 催：ソフトバンクＮＰＯ設立準備グル－プ 

●日 時：平成２３年７月２６日(火) 10:00～18:00 まで 

●場 所：福島県郡山市喜久田町  南東北総合卸センタ－協同組合イベントホ－ル 

●参加団体：全国の 15自治体及び８ＮＰＯ法人２企業 

●相 談 者：福島県内に居住する大学生以下のお子様又は妊婦がいる家庭(67世帯) 

●内 容：各団体のブ－スにおいて、担当者との直接個別面談(１世帯約 30 分) 
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  ③環境放射線の測定 

   ○Ｈ23/４/19→射水市（環境科学センタ－）で採取した降下物(雤・ちり)中の放射線物質を分析した

結果、放射性物質「ヨウ素 131」を２.４メガベクレル／㎢（ＭＢｑ／㎢）検出 

（「セシウム 137」は検出されず） 

 

 

 

 
 

 ○Ｈ23/４/30→異常値の検出なし ○Ｈ23/５/19→異常値の検出なし ○Ｈ23/６/21→異常値の検出なし 
 ○Ｈ23/７/14→異常値の検出なし ○Ｈ23/８/11→異常値の検出なし ○Ｈ23/９/16→異常値の検出なし 
 ○Ｈ23/10/19→異常値の検出なし ○Ｈ23/11/20→異常値の検出なし ○Ｈ23/12/15→異常値の検出なし 
 ○Ｈ24/１/19→異常値の検出なし ○Ｈ24/２/21→異常値の検出なし ○Ｈ24/３/22→異常値の検出なし 

○Ｈ24/４/20→異常値の検出なし ○Ｈ24/５/21→異常値の検出なし ○Ｈ24/６/22→異常値の検出なし 
○Ｈ24/９/24→異常値の検出なし ○Ｈ24/12/18→異常値の検出なし ○Ｈ25/３/21→異常値の検出なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)黒部青年会議所及び黒部市社会福祉協議会による取組 

 

 

 

 

 

 

 

  Ｈ23/６/21 → 応募締切の結果、19名が参加申し込み（※うち市職員４名） 

  Ｈ23/６/23 → 事務局スタッフを含め 24 名が午前７時に市社協へ集合のうえ岩手県へ向け出発 

Ｈ23/６/26 → 釜石市及び陸前高田市での活動を終え、岩手県から帰市 
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※今回検出された「ヨウ素 131」の値２.４ＭＢｑ／㎢を人に与える影響度に換算すると、 

 0.000069 マイクロシ－ベルト／日（μＳｖ／日）となり、この値は、仮に一日中屋外に居続け

たとしても、胸のＸ線集団検診を１回受けた場合(50μＳｖ)の 72万分の１程度の影響度である

ため、健康に影響を及ぼすものではない 

 

 

 

 ●事業名：黒部ボランティアバス第一弾 ～ボランティアバスで岩手に行こう～ 

○期  日：平成２３年６月２３日(木)～２６日(日)〔※３泊４日〕 

○行 き 先：岩手県内の災害ボランティアセンタ－〔※大槌町、釜石市、陸前高田市のいずれか〕 

○定   員：先着２０名    ○応募締切：６月２０日(月)       

○参 加 費：２５,０００円〔※３日間の宿泊費・食費・保険料等(バス代は全国会議が助成)〕 

○活動内容：①一般家庭から寄せられたニ－ズへの対応 

         （泥の掻き出し、家財道具の運び出し、食器等生活用品の洗い流し、掃除など） 

         ②被災者訪問とニ－ズの聞き取り調査 

●黒部市における下水道汚泥放射線量測定について  

 福島県において下水道施設の汚泥等から高濃度の放射性物質が検出されたことを受け、本市下水道

汚泥の処理会社(明星セメント(株))からの依頼により実施した放射線量測定の結果は以下のとおり 

 ◆試 料 名 下水道汚泥(乾燥汚泥及び脱水汚泥) 

 ◆検 査 日 平成 23年６月２日 

 ◆測定機関 東京ニュ－クリア・サ－ビス(株)つくば開発センタ－ 

 ◆測定結果 

名称 
放射性ヨウ素(Ｂq/kg) 放射性セシウム(Ｂq/kg) 

ヨウ素 131 セシウム 134 セシウム 137 合 計 

黒部浄化センタ－ 不検出 不検出 不検出 不検出 

宇奈月浄化センタ－ 不検出 不検出 不検出 不検出 

内山浄化センタ－ 不検出 不検出 ４.７ ４.７ 

 ※下水道施設から排出される汚泥等に関する放射能濃度の基準値はないが、国が示した当面の考え

方や他の基準値と比較するとまったく問題のない数値 

●Ｈ23/12/7→２回目の下水道汚泥放射線量測定を実施した結果、放射性ヨウ素及びセシウムの検出なし 

 ◆測定箇所 黒部浄化センタ－、宇奈月浄化センタ－、内山浄化センタ－ 

 ◆試 料 名 下水道汚泥(乾燥汚泥及び脱水汚泥) 

 ◆測定機関 上越環境科学センタ－ 

 ●事業名：黒部ボランティアバス第二弾 ～ボランティアバスで岩手に行こう～ 

○期  日：平成２３年８月２７日(土)～３０日(火)〔※３泊４日〕 

○行 き 先：岩手県内の災害ボランティアセンタ－〔※陸前高田市〕 

○定   員：先着２０名    ○応募締切：８月１９日(金)       

○参 加 費：２７,０００円〔※３日間の宿泊費・食費・保険料等(バス代は全国会議が助成)〕 

○活動内容：前回同様 
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  Ｈ23/８/19 → 応募締切の結果、10名が参加申し込み（※うち市職員１名） 

  Ｈ23/８/27 → 事務局スタッフを含め 16 名が午前７時に市社協へ集合のうえ岩手県へ向け出発 

Ｈ23/８/30 → 陸前高田市での活動を終え、岩手県から帰市 

 

 

 

 

 

  Ｈ23/11/18 → 応募締切の結果、17名が参加申し込み（※うち市職員３名） 

  Ｈ23/11/24 → 事務局スタッフを含め 21 名が午前７時に市社協へ集合のうえ岩手県へ向け出発 

Ｈ23/11/27 → 陸前高田市での活動を終え、岩手県から帰市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●事業名：黒部ボランティアバス第三弾 ～ボランティアバスで岩手に行こう～ 

○期  日：平成２３年１１月２４日(木)～２７日(日)〔※３泊４日〕 

○行 き 先：岩手県内の災害ボランティアセンタ－〔※陸前高田市〕 

○定   員：先着２０名    ○応募締切：１１月１７日(木)       

○参 加 費：２７,０００円〔※３日間の宿泊費・食費・保険料等(バス代は全国会議が助成)〕 

○活動内容：前回同様 
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