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き、その声をかならず国
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地震と津波の影響で市内

に届けると応えました。

日本共産党市議団は、

この大災害を乗り越える
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した。特に海岸線の大津・

平潟・ 旧磯原地区での被
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ために、みなさんと心を
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決意です。北茨城市の再

害は甚大です。

の爆発・火災による放射
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抜きましょう。

能が住民を心配させてい
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ありましたら、党市議団
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川鉄也衆院議員が本市を

まで連絡ください。
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調査。被災者や豊田市長

津波に襲われた大津港付近
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消防団による給水支援（3/12、磯原町豊田）

豊田市長と塩川てつや衆院議員（右）

北茨城市民の皆さまへ
豊田稔市長の
メッセージ
ボランティア受付（市役所１階）

今回の東北関東大震災では、東北各県、そしてこ
の北茨城市でも大変な被害を被りました。
市民の皆様におかれましては、家や大事な家族を
失われ、大変な失意の中におられる方もおります。
また、電気、水、食料、燃料の不足する中で不便
な生活を強いられ大きな不安を感じておられること
と思います。
私は北茨城市長として、この未曽有の危機の中、
全力で市民の皆様の命を守っていく事を誓います。
水道の復旧、救援物資の配布、津波被災地の消毒、
市立総合病院と市役所内での救護所の開設など市職
員一丸となって、また自衛隊、ボランティアの方々
の協力も得て、一日も早く市民の皆さまが安心して
生活できるよう、全力で頑張って参ります。市民の
皆さまも心を強く持って、ともにこの危機を乗り越
えて行きましょう。
平成２３年３月１６日

市役所正面に各種の掲示（本紙ウラ面に抜粋）

本紙はインターネットでも ご覧いただけます。 http://www.jcp-ktib.com/

北茨城市長 豊田 稔

北茨城民報 で検索できます。

２０１０年３月２０日

東北・関東大震災
3月11日(金)午後2時46分ころに発生した
地震により、北茨城市にも大きな被害が発
生しました。地震に関する情報について、
以下にお知らせします。
※ 3月18日(金)午後1時に避難指示が解除
されました。
※ 空き巣、盗難、ガソリンの抜き取りが
多発しています。ご注意ください。
被害状況（3月13日 午後3時現在）
死者5名（男2名、女3名）
避難所一覧（3月16日現在）
１ 中郷第一小学校
２ 中郷第二小学校
３ 中郷中学校
４ 中郷多目的集会所
５ 粟野コミュニティセンター
６ 市民体育館
７ 精華小学校
８ 保健センター
９ 明徳小学校
10 磯原中学校
11 中妻小学校
12 関南多目的集会所
13 関南小学校 （閉鎖）
14 大津小学校
15 常北中学校
16 平潟小学校
17 平潟町公民館
18 北茨城市役所
給水のお知らせ
水道設備の復旧までの間、飲料水の給水を
行います。3月18日(金)の給水場所は以下の
とおりです。必ず容器を持参してください。
１ 汐見ケ丘中央公園 午前10時～午後5時
２ 石岡小学校
午前10時～正午
３ 中郷第二小学校
午後 1時～午後5時
４ 関南多目的集会所 午前10時～午後5時
５ 浜道集会所
午前10時～午後5時
６ 黒潮台
午前10時～正午
７ 平潟小学校
午前10時～午後5時
８ 関本中央公民館（粟野公民館） 午後 1
時～午後5時
９ 北茨城市役所（庁舎西
午前10時～
午後5時
10 五浦第2公園
午前10時～午後5時
※中郷第一小学校、明徳小学校、磯原中学
校、精華小学校、大津小学校、関本多目的
集会所の水道は、使用可能です。
水道の復旧状況について
電力の回復により、市内4カ所の浄水場が通
常運転となりました。
これに伴い、現在は送水管の本管に試験通
水し、管の破損の有無の確認と漏水箇所の
修繕をしながら、徐々に通水エリアの拡大
を図っている状況です。
現在、断水の状況にある皆様には、大変ご
不便をおかけしておりますが、全面復旧に
向けて全力を尽くしておりますので、ご理
解をお願いいたします。
現在、復旧しているエリアは、以下のとお
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災害情報（3月18日午後1時52分更新）
りです。
中郷町（石岡の一部、松井の一部、上桜
井の一部、日棚の一部）
磯原町（木皿の一部、大塚のうち重内地
区、上原地区の一部、上相田の一部、磯原
駅西の区画整理地域）
華川町（中妻の一部、下相田の一部、車
の一部、上小津田の一部）
関本町（富士ケ丘、関本上の一部）
電気の復旧状況のお知らせ
東京電力によると、幹線は３月１５日午後
２時に通電しましたが、枝線に断線してい
る箇所があり、調査しながら通電を目指し
ている状況とのことです。
福島原発の影響について
この情報は、茨城県発表の測定情報発表さ
れている情報は http://bit.ly/dSvydz
救護所 3月17日(木)現在
１ 市立総合病院 3月18日(金)
診療時間 午前9時～午後4時
診療科目 内科・外科・脳外科の診
察をします。
※診療時間以降は、救急対応となり
ます。
２ 市役所
応急処置のみ、24時間対応
※おくすり手帳をお持ちの方は、薬局で
処方してもらえます。処方を受けている薬
局へおたずねください。
ごみ収集 3月14日(月)現在
3月14日から「ごみ収集日程表」のとおり収
集しています。
※道路状況により遅れる場合があります。
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北茨城市ＨＰより抜
市立小・中学校
3月21日(月祝)まで休
校
※以後の予定
22日（火） 普通授業 午前中のみ給
食なし
23日（水） 小学校卒業式、 中学校
は普通授業 午前中のみ給食なし
24日（木） 修了式
25日（金）～春休み
北茨城養護学校
3月21日(月祝)まで休
校
磯原郷英高等学校 3月22日(火)まで休業
いそはら幼稚園
3月21日(月祝)まで休
園
杉の子幼稚園
3月21日(月祝)まで休
園
誠之会幼稚園
3月22日(火)まで休園
旭幼稚園
3月21日(月祝)まで
休園
市立保育所（関本・木皿） 3月21日(月祝)
まで休所
私立保育園（みなみ、磯原、大津、中郷）
3月21日(月祝)まで休園
学童クラブ
※状況によっては期間が延長される場合が
あります。
また、再開した場合でも、燃料事情によっ
てはご家族による送迎が必要になる場合が
あります。
中郷フレンドリークラブ
3月21日(月
祝)まで休園
風の子クラブ
3月21日(月
祝)まで休園
大津保育園学童保育
3月21日(月祝)
まで休園
いそはら幼稚園学童クラブ 3月21日(月祝)
まで休園

災害ごみの処分について
その他
壊れたブロック塀や瓦、家屋の一部など
濡れた畳や本、壊れた家電や家具
１ 確定申告について 3月16日(水)現在
処分場へ持ち込める人は、直接処分場 （税務課）
災害のため、申告期限の延長がありま
または清掃センターに持ち込んでください。
すが、現時点で延長期間は未定です。
清掃センター 午前9:00～午後4:00
市の申告相談受付は、当分の間休止し
新和企業(株) 磯原町大塚 午前9:00～
ます。再開は未定です。
午後4:00
※新和企業は、3月20日(日)、21日(月
２ り災者向け住宅について 3月16日(水)
祝)はお休みです。
持ち込めない人は、道路近くの通行に 現在 （建設課）
現在、市営住宅を含め、り災者向け住
支障がない場所にまとめて置いてください。
回収時期は未定ですが回収します。被害の 宅の確保を進めています。
受け入れ体制が整い次第、お知らせし
大きい場所が優先になります。
ます。しばらくお待ちください。
交通状況 3月17日(木)現在
３ 施設休業の情報
鉄道(ＪＲ常磐線) 18日4時33分配信情報
老人福祉センター「ライト」
当分の
土浦～仙台駅間の上下線で終日運転を見合
間、休業します。
わせ
市立図書館
当分の間、休館します。
高速道路(常磐道) 一部通行止め（水戸IC
磯原駅自由通路
当分の間、通行禁
以南は規制解除）
止。 ステーションりぷる 当分の間、使
国道６号線 全線通行可
用できません。
学校・幼稚園・保育所関係 3月17日(木)現
在

毎日お届けしているしんぶん「赤旗」（日刊紙）から、記事を切り抜きで転載しています。

