
 

準備宿泊のしおり 
 

準備宿泊可能期間 

令和３年１２月３日(金) ～ 避難指示解除まで 

 

 

大熊町 

原子力災害現地対策本部 

  



-1- 

大切なお知らせ 
※自宅等に宿泊する前に必ずお読みください 

 

 

準備宿泊の前と後は 

必ず準備宿泊受付コールセンターに電話をかけてください。 

• インフラ等は概ね整備済みでありますが、満

足のいく生活環境ではありませんので、ご自宅

や周辺の状況をよくご確認の上、自己責任に

より準備宿泊をお申込みください。

• 携帯電話を必ず携帯してください。

• 防犯防災の観点から、極力、複数人でお申

し込みください。

• 準備宿泊を行う際には、ご家族等にお声をか

けてください。

はじめに

• 準備宿泊受付コールセンターに必ず電話をして

ください。（事前届出）

• 大熊町役場で、積算線量計を受け取ってくだ

さい。

宿泊前

• 積算線量計を常に携帯してください。

• 身分を証明できるものを常に携帯してください。

• 外出時（特に夜間）はご注意ください。

宿泊中

• 電気やガス、戸締り等の確認をしてください。

• 大熊町役場で積算線量計を返却してください。

• 準備宿泊受付コールセンターに必ず電話をして

ください。（事後届出）

宿泊後
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準備宿泊チェックリスト 

 ※宿泊前に必ず実施してください 

チェック 確認事項 不十分な場合の対応 

□ ご自宅等は大丈夫ですか？ 
倒壊の恐れがある場合は、決して

無理をせず、中止してください。 

□ 戸締まりはできますか？ 
夜間の防犯等に十分に気を付けて

ください。 

□ 雨漏りはしていませんか？ 
床にしみないよう措置を講じてく

ださい。 

□ ふとんは濡れていませんか？ 
新しいふとんを持参してくださ

い。 

□ 必要な飲食物はありますか？ 
必要な飲食物を持参してくださ

い。 

□ 電気は通っていますか？ 

電力会社に連絡し、再開に立ち会

ってもらってください。（P5参

照） 

□ ガスは通っていますか？ 
ガス事業者に連絡してください。 

（P8参照） 

□ 上下水道は使用できますか？ 
双葉地方水道企業団等にお問い合

わせください。（P9-11参照） 

□ 携帯電話は通じますか？ 

携帯電話の電波状況はご自身で確

認し、電波を受信できる場所を把

握してください。 

□ 道路の状況は把握していますか？ 

お住まいの区域のインフラ状況を

見て、道路の状況を把握しておい

てください。 

□ 
ごみの取扱いについて把握してい

ますか？ 

燃えるごみ・燃えないごみに分別

し最寄りのごみステーションにだ

してください。（P18参照） 

□ 
準備宿泊受付コールセンターには

電話しましたか？ 

準備宿泊コールセンター（0120－

357－133）に、宿泊日時を連絡し

てください。（P30参照） 

□ 積算線量計は受け取りましたか？ 
大熊町役場で線量計を受け取って

ください。（P22参照） 
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 準備宿泊ができる地域は、特定復興再生拠点区域で、自宅等の宿泊先がある場合に限り

ます。 

 準備宿泊される前に、道路や上下水道等のライフラインの復旧状況をご確認ください。 

      
 

❏除染の進捗 

 

 特定復興再生拠点区域の住宅周辺と農地の除染は概ね完了しております。 

   

       

 

 

1.準備宿泊が可能な地域の状況 
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❏道路 

○全町的に通行確保のための除草や段差処理等の簡易修繕作業を実施し、ほぼ全域通行

は可能ですが、路面が陥没した箇所等がありますので、十分注意して通行してくださ

い。特に、夜間の通行には十分注意してください。 

○交通量が多くなっていますので、十分注意してください。 

○帰還困難区域（立入規制緩和がされていない区域）には立入できません。 

 

❏電気 

○帰還困難区域（特定復興再生拠点区域外）を除く区域で、電気の使用が可能な状態で

す。 

○電気の使用再開を希望する方は、個別に「東北電力コールセンター」にお申し込みくだ

さい。 

○電気を使用する際は、電源には十分に注意していただき、家を離れる際には必ずブレ

ーカーを落としたことを確認してください。 

 

 

 

停電等の緊急時対応ダイヤル   0120-175-366 

〈電気の使用に当たって特に注意すべき点〉 

宿泊の際には、感電や火災を防止するため、以下の点に特に注意してくだ

さい。 

○プラグにゴミやホコリがたまっている場合には、コンセントから抜いた上

で乾いた布で拭いてから使用してください。 

○ねずみにかじられたりなどして電気製品のコンセントやコードが破損した

り、雨水が浸入したりしている場合には、漏電火災の危険性がありますの

で使用しないでください。 

○電気製品の設置状況が不安定になっている場合には、安定した場所に設置

し直してから使用してください。 

【お問い合わせ・お申し込み先】 

東北電力㈱コールセンター 

0120-066-774 
（受付時間：平日 9:00～17:00、） 

※1 年末年始（12/29～1/3）を除く 

※2 朝 9 時台は大変混み合いつながりにくくなっております。  

ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。 



-6- 

❏ガソリン・灯油 

○富岡町、双葉町内のガソリンスタンドが事業を再開しています。 

 （次ページご参照ください。） 
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【事業再開した富岡サービス・ステーション】 

㈱猪狩商店  0240-22-2531 
上郡山太田 21-1  営業時間：月水金 8:00～16:00 

                        火木 8:00～15:00 

                        土 8:00～13:00 

※土曜日は隔週でお休みとなります。 

日曜日・祝日は定休日です。 

田中合名会社 富岡給油所 

0240-22-2351 
小浜中央 302  営業時間：7:00～16:30 

※日曜日、祝日、第 2・4 土曜日は定休日 

㈲コムロ ENEOS 夜の森 SS 

0240-22-3367 
       夜の森南 3 丁目 48      営業時間：平日 7:00～19:00 

                               土曜日 6:30～17:00 

                        ※日曜日・祝日は定休日になります。 

【事業再開した双葉サービス・ステーション】 

コスモ石油双葉伊達屋 SS／(株)伊達屋                  

0240-33-2212 
長塚町東 66-1  営業時間：8:00-17:30（平日） 

                        8:00-15:00(土曜日) 

※第 2・4 土曜日と日曜日はお休みです。 

田中合名会社 双葉給油所  

                      0240-33-2025 
新山久保前 35-1      営業時間：7:00-17:00（平日） 

7:00-16:00（土曜日） 

※日曜日・祝日はお休みです。 
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❏ガス 

○町内でのＬＰガスは、事業者が町内のＬＰガス設備等の安全確認作業を行います。 

〇平成 28 年、29 年度で町内におけるＬＰガスボンベの回収を実施し、完了しておりま

す。 

 

※平成 24 年 12 月 31 日には、福井県福井市で、しばらく家を空けていた間に鳥が瞬間

湯沸器の排気筒に巣を作っていたことで正常な排気がされず、一酸化炭素中毒による

負傷事故が発生しています。住宅の状況確認の際には排気筒を確認してください。 

 

❏郵便 

＜郵便局からのお知らせ＞ 

○郵便物・ゆうパックの配達サービスについて 

 準備宿泊開始日から、避難指示解除区域及び大熊町特定復興再生拠点区域への配達サ

ービスを実施することといたします。 

 配達は富岡郵便局から行います。 

 郵便物・ゆうパックの配達は１日１回とさせていただきます。（土曜・日曜・祝日は配

達いたしません。） 

 ゆうパック等の配達時間帯のご希望に添えない場合がございます。（夕方・夜間の時間

帯は応じかねます。） 

 また、郵便物・ゆうパックの集荷は行いませんので予めご了承願います。 

〇郵便局への届出について 

 現在のお住まいから、避難指示解除区域及び大熊町特定復興再生拠点区域に転居され

る場合は、最寄りの郵便局の窓口に「転居届」をご提出してください。 

〇お名前の表記について 

 お客様からの「転居届」をもとに、あらためてお住まいの方の確認をしながら配達する

こととなるため、ご自宅の表札等とあわせ、郵便受箱等に居住されている方のお名前

の表記をいただくようご協力をお願いします。 

〇配達に関するお問い合わせについては、富岡郵便局ではなく、次ページのいわき郵便

局コールセンターへお願いいたします。 

【お問い合わせ先】 

福島県ＬＰガス協会 024-593-2161 

福島県ＬＰガス協会  

いわき支部 0246-26-1434（受付時間：平日 9：00～17：00） 

相双支部 0244-22-1141（受付時間：平日 9：00～17：00） 
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❏宅配 

○準備宿泊開始日から、佐川急便（株）が特定復興再生拠点区域内への配達・集荷を実施

することといたします。 

※時間指定配達はできません。 

※道路状況等により、配達が遅くなることがあります。また、再度区域内の立ち入りが規

制されたり、自然災害などにより、集配ができない場合もございます。あらかじめご了承

ください。 

※平日・土曜の集荷受付は 12 時までとなります。また、日曜・祝日の集荷はできません。 

 

○準備宿泊に先立ち、家具類等を配達されたい場合等、以下お問合せ先までご相談くださ

い。 

 

 

❏上水道 

○一部地域を除き使用可能です。ご自宅が使用可能な地域である方は双葉地方水道企業

団へお問い合わせください。 

○使用再開を希望される方は、立ち合いが必要となりますので、双葉地方水道企業団に

お早めに立ち会い日程等を必ずご相談ください。 

○閉庁日及び連絡当日の立ち会いは行いませんので、ご了承ください。 

○未復旧の地域では、しばらくの間、飲料水をご持参ください。 

○水道水は、通常の水質検査に加え、放射性物質の検査を毎日実施しており、飲用に適

している事を確認しております。 

○水道料金については、毎月検針を行い、当面の間、使用水量が累積 10㎥以上になった

ときの検針月に請求いたします。 

 

※漏水について（宅地内での漏水の修繕はお客様での費用負担となります。） 

【お問い合わせ先】  

いわき郵便局 コールセンター 

0570-943-573 

【お問い合わせ先】 （佐川急便ご連絡先） 

相馬営業所 福島県南相馬市鹿島区大字南

柚木字相馬清水 182  0570-01-0672 
（受付時間 08:00～19:00） 
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○宅地内の給水管から水が噴き出したとき 

  メーターボックス内の止水栓を閉めて、水を止めてください。止水栓で止まらない

ときは、破損した箇所にタオルなどを巻き付け、水が飛び散るのを防ぐ応急手当をし

て、指定給水装置工事事業者にご連絡ください。 

 

○見えないところで水が漏れているとき 

  「水道管の通っている付近が湿っている」、「水道を使っていないのにいつもに比べ

て使用量が多い」このような時は見えないところで漏水している場合があります。蛇

口を全部閉めた状態で、メーターのパイロットが回っていれば漏水の疑いがあります。

指定給水装置工事事業者にご連絡ください。 

                       【水道メーター】 

  

            

 

※ 

 

 

パイロット（漏水が分かります） 

 

 

❏井戸水等 

○長期間未使用の井戸は、井戸と蛇口の間に残っていた水の水質が悪化し、飲み水に適

さない場合があります。 

○水が濁っている場合は、濁りがなくなるまで水を流し続けてください。 

○水が濁っていない場合もバケツ 1杯分程度は水を流し続けてください。 

 ○井戸の水質に関する相談は、福島県相双保健福祉事務所までお問い合わせください。 

 

【お問い合わせ・お申し込み先】  

双葉地方水道企業団 総務課営業係 

0240-25-5323（受付時間：平日 8：30～17：15） 

【水質に関する相談先】 福島県相双保健福祉事務所 

衛生推進課 環境衛生チーム 

0244-26-1363 （受付時間：平日 8：30～17：15） 
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❏浄化槽・下水道 

＜浄化槽＞ 

○浄化槽の状態を確認した上でご使用ください。 

○浄化槽が使用できない場合は、町役場等のトイレをご利用ください。 

○浄化槽の軽微な点検（短期間使用のための応急処置）及び修繕等については下記事業

者へお問い合わせください。また、お問い合わせの際は時間に余裕をもって、事業者と

日程調整をしていただきますようお願いいたします。 

 

○浄化槽のくみ取りについては、環境省福島地方環境事務所浜通り南支所(0240-25-

8993)までご相談ください。 

 

＜下水道＞ 

○下水道が使用できない場合は、町役場等のトイレをご利用ください。 

〇下水道の使用には、届け出が必要となりますので、復興事業課までお問合せください。 

〇大和久地区、熊町地区については、下水道復旧工事が完了していないことから、町で各

戸に仮設浄化槽を設置します。詳しくは復興事業課までお問合せください。 

 

【トイレ設置箇所】 

区域 箇所数 設置箇所 

避難指示解除区域 5 

・大野スクリーニング場 

・ＪＲ大野駅 

・やすらぎ霊園 

・大熊町役場 

・中屋敷スクリーニング場 

特定復興再生拠点区域 3 

・旧大熊町役場裏 

・中間貯蔵工事情報センター 

・大熊町民立寄所 

 

  

【お問い合わせ先】  

大熊町役場 環境対策課（浄化槽） 

0240-23-7829 

復興事業課（下水道） 

0240-23-7019 
（受付時間：平日 8：30～17：15） 
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❏商業施設・交流施設・宿泊温浴施設 

○商業施設（おおくまーと） 

町内大川原地区の商業施設では、飲食店やコンビニ、雑貨店等が営業しております。一覧

は以下のとおりです。 

＜施設一覧＞ 

1.ニューヤマザキデイリーストア 大熊町大川原店 

 2.さつき美容室 

 3.コインランドリー 大川原店 

 4.たきもとでんき 

 5.鈴木商店 

 6.魚定食おしだ 

 7.和食さかい 

 8.軽食・喫茶レインボー 

 9.はるカフェ 

 

〇以下の対象食堂で、食堂助成券が使用可能です。 

〇対象   平成２３年３月１１日もしくは申請時において、当町の住民基本台帳に記録

されている方、又は外国人登録原票に登録されている方。 

〇助成額等 町内で営業している食堂での食事１回につき７００円の助成をします。 

      １人につき最大４回まで助成を受けることができます。 

      〇利用期間 令和３年４月１日～令和４年３月３１日まで 

○営業時間 下の表をご確認ください。 

〇申請   生活支援課窓口または各出張所にて助成券の交付申請をして下さい。 

※申請の際に身分証明書（運転免許証、保険証等）の確認をさせていただき

ます。 

      ※助成券はお一人１枚ずつしか利用できません。 

※助成券は、助成金額を超える場合のみ使用できます。 

※一度交付した助成券については、再交付できませんのでご注意下さい。 

対象食堂一覧 

食堂名 営業時間（ラストオーダー） 

大熊食堂 平日の午前 11 時～午後 2 時 （午後 1 時 45 分） 

魚定食おしだ 月曜日～木曜日の午前 11 時～午後 2 時 （午後 1 時 45 分） 

和食さかい 
平日の午前 11 時～午後 2 時 （午後 1 時 30 分） 

月曜日～木曜日の午後 5 時～9 時 （午後 9 時） 

軽食・喫茶レインボー 
午前 11 時～午後 3 時 （午後 2 時 30 分） ※不定休 

午後 5 時～8 時 （午後 7 時 30 分） 

はるカフェ 火曜日～土曜日の午前 7 時～午後 5 時 （午後 4 時 30 分） 

ダイニング大川原 
平日午前 11 時～午後 2 時 （午後 1 時 30 分） 

平日午後 5 時 30 分～9 時 （午後 8 時 30 分） 
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〇交流施設「link る（りんくる）大熊」 

交流施設では、以下の施設が利用可能です。 

利用施設 利用時間・料金（消費税込） 

午前 9時～午後 5時 午後 5時～ 9時 午前9時～午後 9時 

（終日） 
4時間未満 4時間以上 

多目的ホール

（占有利用） 

10,000円 20,000円 20,000円 40,000円 

施設、広場等

の占有利用 

ー ー ー 50,000円 

チャレンジシ

ョップ（1 か

月） 

ー ー ー 10,000円 

利用施設 利用時間・料金（消費税込） 

午前 9時～午後 5時 午後 5時～9時 

音楽スタジオ 500円 1,000円 

運動スタジオ（1人あたり） 100円 200円 

クッキングスタジオ 1,000円 2,000円 

会議室 1 500円 1,000円 

会議室 2 500円 1,000円 

 

 

  

【お問い合わせ先（link る（りんくる）大熊について）】  

link る（りんくる）大熊 総合案内 

0240-23-7676 （受付時間：9:00~21:00） 
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〇宿泊温浴施設「ほっと大熊」 

宿泊は予約が必要です(次ページのお問い合わせ先から予約してください)。入浴のみの利

用は予約不要です。 

＜宿泊施設利用料金・時間＞ 

〇施設料金×部屋数 ＋ 利用料金×人数 ＝ 宿泊料金 

〇宿泊施設営業時間：午後 3 時～午前 10 時 

※宿泊には食事（夕食、朝食）の提供がありません。食事は、館内のキッチンスペースで

自炊するか、商業施設内の店舗をご利用ください。 

部屋タイプ 

（定員） 

【全室禁煙】 

施設料金 

（消費税込） 

【1 泊 1 室あたり】 

町民利用料金（※1） 

（消費税込） 

 【1 泊 1 名あたり】 

洋室ツイン A 

（1～2 名） 

2,200 円 大人（中学生以上）：2,750 円 

小人（小学生）：1,320 円 

洋室ツイン B 

（2～4 名） 

（※2） 

3,960 円 

和室（畳） 

（5～ 12 名） 

11,000 円 

（※1） 

未就学児は無料です（町民以外の未就学児は 550 円です） 

町民以外の方は、大人 1,100 円、小人 550 円を加算します 

繁忙期（国民の祝日の前日、4 月 28 日～5 月 4 日、8 月 12 日～15 日、12 月 28 日～翌年 1 月 2 日）

は、大人 1,100 円、小人 550 円を加算します 

（※2） 

障がいのある方も泊まれるよう、バリアフリーの部屋が 1 部屋あります 

＜温浴施設利用料金＞ 

〇温浴施設（日帰り入浴）営業時間：午前 10 時～午後 9 時（最終入場は午後 8 時 30 分） 

区分 利用料金（消費税込） 

大人（中学生以上） 500 円 

小人（小学生） 300 円 

※宿泊者、未就学児は無料です 

※ラウンジ、畳スペースは無料で利用できます 
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【お問い合わせ先（ほっと大熊について）】  

ほっと大熊 

0240-23-5767（受付時間：10:00~21:00） 

【お問い合わせ先（食堂助成券やその他ご不明な点等について）】  

大熊町役場 生活支援課 

0240-23-7444 （受付時間：平日 8：30～17：15） 
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❏生活循環バス 

〇大熊町内での生活を支えるため、生活循環バスを運行しております。 

生活循環バスは運賃無料、どなたでもご利用可能、年中無休で運行しております。 

 

■大野駅～富岡方面 

大野駅 下平 大熊町役場 
大川原 

復興住宅 
富岡郵便局 富岡中央医院 

さくらモール 

とみおか診療所 
富岡駅 

8：10 8：22 8：25 8：27     

  8：50 8：52 9：07 9：10 9：13 9：15 

11：45 11：57 12：00 12：02 12：17 12：20 12：23 12：25 

  14：10 14：12 14：27 14：30 14：33 14：35 

17：40 17：52 17：55 17：57 18：12 18：15 18：18 18：20 

19：45 19：57 20：00 20：02     

21：20 21：32 21：35 21：37     

 

■富岡駅～大野駅方面 

富岡駅 
さくらモール 

とみおか診療所 富岡中央医院 富岡郵便局 
大川原 

復興住宅 
大熊町役場 下平 大野駅 

    6：53 6：55 6：58 7：10 

10：20 10：22 10：25 10：28 10：43 10：45 10：48 11：00 

13：10 13：12 13：15 13：18 13：33 13：35   

16：10 16：12 16：15 16：18 16：33 16：35   

    17：15 17：17 - 17：30 

18：36 18：38 18：40 18：43 18：58 19：00 19：03 19：15 

    20：25 20：27 20：30 20：42 

 

【注意事項】 

  町内から富岡町内に向かうバスは、富岡町内では降車しかできません。 

  富岡町内から町内に向かうバスは、富岡町内では乗車しかできません。 

  富岡町内の移動は富岡町の路線バスをご利用ください。 

 

 

【お問い合わせ先】  

大熊町役場 生活支援課 

0240-23-7444 （受付時間：平日 8：30～17：15） 
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❏テレビ 

 ○デジサポ福島では、皆様の地上デジタル放送の受信に関するお手伝いをしておりま

す。地上デジタル放送が見られない場合ご連絡下さい。 

 ○視聴には、新たにテレビアンテナの設置が必要です。 

 

 

 

❏イノシシなどの有害鳥獣 

○有害鳥獣がご自宅の周辺にいる恐れがあります。 

○有害鳥獣を見かけた際は決して刺激をあたえないでください。 

 また、見かけた場合は下記までご連絡ください。 

○外につないでいたペット（犬）がイノシシに襲われたという事例もありますので、十分

にお気を付けください。 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】  

総務省 福島原発避難区域テレビ受信者支援

センター（デジサポ福島） 

0570-007-401（受付時間：平日 9：00～18：00） 

※ナビダイヤルがつながらない場合、024-525-8220 

【お問い合わせ先】 大熊町役場 産業課 

0240-23-7137 
（受付時間：平日 8：30～17：15） 
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❏ごみ 

○ごみ袋に「もえるごみ（可燃）」または「もえないごみ（不燃）」とご記載の上、ごみを

分別し、ご家庭の最寄りのごみステーションに出してください。 

○粗大ごみや危険物等の回収については事前にご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】  

環境省福島地方環境事務所 

浜通り南支所（廃棄物担当） 

〒979-0402 

広野町大字下北迫字折返 57－2 

024０-2５-８９９３ 
（受付時間：平日 8：30～17：15） 

【お問い合わせ先】 大熊町役場 環境対策課 

0240-23-7829 
（受付時間：平日 8：30～17：15） 
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※今回、準備宿泊受付コールセンターで事前届出された登録情報については、次回以降の

事前届出の手続きを簡素化するために使用させていただきます。 

 

❏自宅の確認 

○宿泊を開始される前に、事前にご自宅の状況を確認してください。 

○町では室内外の空間線量率を測定する体制を整えています。空間線量率についてご不

安のある方は下記まで連絡し、測定する日時を事前にご相談ください。 

 

 

 

○宿泊が難しいと考えられる場合や不安を感じる場合は、無理をせず宿泊を控えてくだ

さい。 

○家が傾いているなど家屋倒壊の可能性がある場合には、絶対に宿泊しないでください。 

○P2の準備宿泊チェックリストをご活用ください。 

 

❏住宅清掃費用の助成 

○住宅清掃費用を助成します。 

○町内に有する震災時にお住まいだった住宅の屋内清掃に対し、その費用の一部を助成

します。（家屋または設備の改修、修繕、補修等に係る費用は対象外です。） 

 なお、住宅とは次の２つの要件を満たすものをいいます。 

 ①台所、便所、浴室および居室を有し、利用上の独立性を有するもの 

 ②所有者やその家族が住むための住宅であること 

  ※店舗や民間等の賃貸を目的とする住宅、今後解体を予定している住宅を除きます。 

 

■補助金額 上限額３０万円（補助は一度限り） 

■対象区域 特定再生復興拠点内、中屋敷地区、大川原１、２区 

■補助対象要件（次の要件をすべて満たす方が対象） 

  ・東日本大震災発生時、町内の住宅に住んでいた方 

  ・清掃終了後もしくは避難指示解除後、その住宅に住む方 

  ・住宅の所有者または納税義務者で、町税等の滞納がない方 

■その他（この補助制度を活用するにあたり、次の事業者へ申請手続きが委任できます） 

2.宿泊前の準備 

【お問い合わせ先】 大熊町役場 環境対策課 

0240-23-7829 
（受付時間：平日 8：30～17：15） 
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業者名 住所 連絡先

ハウスクリニック いわき市四倉町狐塚字沼田64-2 090-1065-5321

双葉運輸株式会社 南相馬市原町区金沢字堤下399-12 0244-24-5175

有限会社杉本建材 いわき市湘南台1丁目1-2 0246-51-4388

株式会社SAT 楢葉町北田字仏坊45-1 0240-25-8374

ハウスビューティーL 富岡町仏浜西原1 0240-23-6157

株式会社ホームキャリア 富岡町本岡字関ノ前193-5 0240-22-6420

おそうじ本舗楢葉町店 楢葉町上繁岡山神97-1 0120-442-113

総合サポートワタナベ 楢葉町山田岡字七曲12-2 0240-27-1173

株式会社高葉建設 いわき市四倉町6丁目28-1 0246-38-6567

有限会社マルイ装美 浪江町権現堂字町場70-4 0240-25-8107

おそうじ本舗相馬店 南相馬市原町区北町573-1 0120-693-330

CRS相双（クリーニン

グ・リサイクル・サービ

ス そうそう）

浪江町川添字西町18-2 0240-23-6731

株式会社アルプスビジネスクリエーション相馬市沖ノ内1丁目2番地の1 0244-35-1559

清掃業者一覧

【お問い合わせ先】  

大熊町役場 生活支援課 

0240-23-7444 （受付時間：平日 8：30～17：15） 



-22- 

 
 

準備宿泊前に必ず町役場環境対策課窓口にて積算線

量計を受け取ってください。 

積算線量計 受取時間  8:30～17:15 

 

❏積算線量の測定 

 

○準備宿泊専用に積算線量計（Ｄシャトル）を貸出いたします。 

 

           

 
○準備宿泊される前に、世帯の代表者の方は、当日、必ず町役場環境対策課窓口までお

越しください。 

           

 

○線量計は必ずカバンの中に入れるか、首にさげて携帯してください。 

※携帯電話に近づけないようにご注意ください。 

○測定結果によっては、必要に応じて電話等でお尋ねさせていただくことがあります。 

○測定結果は原子力安全研究協会と町とで共有させていただきます。 

 

 

3.宿泊時の注意 

  積算線量計（Dシャトル） 

【お問い合わせ先】 大熊町役場 環境対策課 

0240-23-7823 
（受付時間：平日 8：30～17：15） 
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❏身分証の携帯 

○宿泊の際は、身分を証明できるもの（例．運転免許証）を常に携帯してください。 

 

❏外出の注意 

○夜間は不要不急の外出を控え、原則として自宅内に滞在してください。 

○外出される際は、施錠を確実に行い、貴重品は持ち運ぶようにしてください。 

○不審者を発見したら、「110番」通報してください。 

○区域内では警察官が巡回しています。職務質問されることもありますが、防犯のため

ですのでご理解ください。 

○夜間に外出される際は、車などの往来に十分注意してください。 

 

❏地震・津波等の注意報・警報が発令された場合 

 

警報発令時は、直ぐに 

      大熊町役場本庁舎へ避難してください。 
 

○防災行政無線を良く聞き、落ち着いて行動してください。 

○大熊町役場本庁舎内に日直者、若しくは警備員がいますので、誘導によって避難して

ください。 

 

❏防災行政無線の個別受信機の貸与について  

 ○準備宿泊をする世帯で、希望される世帯に貸与します。 

 ○個別受信機の受信状況の悪い場合には、屋外アンテナの設置をいたします。 

 

 

❏緊急通報システム 

○65歳以上の一人暮らしの方等に「緊急通報システム」の機器を貸与します。 

○緊急時に簡単な操作で通報できます。 

○利用料は無料です。 

【お問い合わせ先】 大熊町役場 環境対策課 

0240-23-7831 
（受付時間：平日 8：30～17：15） 
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○貸し出しをご希望の方は、以下の連絡先までお問合せください。 

 

 
 

 

 

❏医療 

○万が一けがをしたときや気分が悪くなったときなどは、医療機関にご連絡ください。 

○各医療機関の休診日に、ご注意ください。 

○双葉消防本部では、病院紹介業務も行っておりますので、救急で病院をお探しの場合

はご連絡ください。 

〇医療機関の一覧表については、次ページの「双葉郡周辺の医療機関マップ」をご覧くだ

さい。 

 

 

  

【お問い合わせ先】 大熊町役場 保健福祉課 

0240-23-7196 
（受付時間：平日 8：30～17：15） 

【お問い合わせ先】 双葉地方消防本部 通信指令係 

0２４0-2５-８５６１ 

救急の場合は１１９番へ 

 

○双葉郡周辺の医療機関マップ 

（公社）福島相双復興推進機構ＨＰ

https://www.fsrt.jp/information/3957.html 
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❏放射線リスクコミュニケーション相談窓口 

○長崎大学の協力で大熊町役場保健福祉課に毎週木曜日午前中、放射線リスクコミュニ

ケーション相談窓口を開設しています。 

○担当は長崎大学の保健師と薬剤師、臨床心理士の 4 人。調査のため皆さんのお宅を訪

問することがあります。 

※コロナ禍のため、まずは町役場職員にてお話をお聞きします。 

 ※開設日は変更になることがありますので、事前に電話でご確認ください。 

 

 

❏ホールボディ・カウンタによる内部被ばく線量測定 

○内部被ばく検査、甲状腺検査を指定の医療機関で無料受検が可能です。 

○具体的には以下のとおりです。 

【大熊町役場庁舎での実施予定】 

検査日時 検査時間 備考 

12/15（水）  

10:00～

15:30 

 

1/19（水）  

2/22（火）  

3/16（水）  

 

【町が受け付けている県内の受検可能機関一覧】 

受検可能機関 検査日時 対象年齢 備考 

震災復興支援放射能対策研究所 

ひらた中央病院 

（住所：平田村大字上蓬田字大隈

30） 

金曜日 7か月以上 2回の受検となり

ます。 

甲状腺検査も受

検できます。 

ときわ会 いわき泌尿器科 

（住所：いわき市内郷綴町沼尻

62） 

月曜日～ 

土曜日 

7か月以上  

 

【福島県が受け付けている県内の受検可能機関一覧】 

検査場所 住所 検査日程（祝日・年末年始を除く） 

【お問い合わせ先】 大熊町役場 保健福祉課 

0240-23-7419 
（受付時間：平日 8：30～17：15） 
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福島市保健福祉センター 福島市森合町 10番 1号 毎週水曜日、金曜日、土曜日 

 10:00～15:00 

（11:30～12:30を除く） 

郡山市保健所正面入口 郡山市朝日二丁目 15-1 毎週金曜日及び第 1、3土曜日 

 10:00～15:00 

（11:30～12:30を除く） 

須賀川市保健センター 

駐車場 

須賀川市諏訪町 67-1 毎月第 1土曜日                   

 10:00～15:00 

（11:30～12:30を除く） 

あおぞらこども園駐車場 双葉郡楢葉町大字北田

字中満 296-1 

毎週水曜日、木曜日 

 10:00～15:00 

（11:30～12:30を除く） 

浪江町役場駐車場 双葉郡浪江町大字幾世

橋六反田 7-2 

毎週金曜日、土曜日 

 10:00～15:00 

（11:30～12:30を除く） 

いわき市総合保健福祉 

センター 

いわき市内郷高坂町四

方木田 191 

毎月第 2,4金曜日及びその金曜

日に次ぐ土曜日 

 10:00～15:00 

（11:30～12:30を除く） 

 

【福島県外での内部被ばく検査】 

青森県、石川県、滋賀県、広島県、愛媛県、長崎県、茨城県等の地域で受検できます。 

 

【ホールボディ・カウンタ搭載車両が常駐している場所】 

検査場所 住所 
検査日程（祝日・

年末年始を除

く） 

備考 

震災復興支援放射能対策研究所 

ひらた中央病院 

（住所：平田村大字上蓬田字大隈

30） 

金曜日 7か月以上 2回の受検となり

ます。 

甲状腺検査も受

検できます。 

ときわ会 いわき泌尿器科 

（住所：いわき市内郷綴町沼尻

62） 

月曜日～ 

土曜日 

7か月以上  

 

【お問い合わせ先】 大熊町役場 保健福祉課 

0240-23-7419 
（受付時間：平日 8：30～17：15） 
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❏火気 
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❏電気・ガス・戸締まり等の確認 

○宿泊を終え、自宅を退出される際は、 

□ 電気の消し忘れやブレーカーの落とし忘れがないか 

□ ガスの元栓及び容器バルブを閉めているか 

□ 水道の蛇口を閉めているか 

□ 食べ物等の後始末でゴミの出し忘れがないか 

□ 戸締まり、施錠を行っているか 

□ 貴重品を置いたままにしていないか 

等を十分に確認してください。 

 

❏積算線量計の返却 

 

準備宿泊後は必ず原子力安全研究協会と打合せいただいた方

法に従って、積算線量計を返却してください。 

積算線量計 返却時間  8:30～17:15 

 

○準備宿泊当日に貸出した準備宿泊専用積算線量計の返却のため、ご自宅を退出された後

は、原子力安全研究協会と打合せいただいた方法に従ってください。 

 

 

4.宿泊終了後に退出する際の注意 

 

積算線量については、今後の宿泊を実施するにあたって、住民の皆さんの安

全を確保しつつ、より皆様の希望に応じることができるよう、個人を特定でき

ないかたちでのデータの公表や関係機関でのデータ共有を含めて活用させて

いただきますので、あらかじめご留意いただきますようお願いいたします。 
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❏事後届出 

宿泊を終え、自宅を退出される際は、 

必ず、準備宿泊受付コールセンターに 

電話をかけてください。（事後届出） 

 

○住民の皆様の安否確認等に必要な対策を実施するため、事後届出をしていただきます。 

 

 

【届出受付先】 

準備宿泊コールセンター   0120－357－133 

 

受付時間 平日   8：00～20：00 

土日祝祭日 8：00～17：00 

※年末年始（12/29～1/3）は受付をお休みさせていただきます。 

※12/25～12/28 及び 1/4～1/8 までの期間は受付時間が 

8:00～17:00 となりますのであらかじめご了承ください。 

 

【事後届出の受付期間】 

宿泊を終えて区域の外（避難先）にお戻りになる際 

※遅くとも宿泊期間最終日まで電話報告してください。 

 

【届出内容】 

①問合せ番号 ②避難先自宅等の到着及び退去日時 

※1 電話がつながりにくい場合には、お手数をおかけしますが、時間をおい

ておかけ直しください。 

 

※2 コールセンターに届け出られた情報については、今後の同様の取組を円

滑に実施するため、関係機関と共有いたします。あらかじめご了承くだ

さい。 
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❏スクリーニングのご案内 

○スクリーニングは義務付けられておりませんが、希望する場合は受けることができます。 

 

名称 場所 運営時間 

毛萱・波倉スクリーニング場 

富岡町大字毛萱 

字前川原 232－16 

（福島第二原発隣接駐車場） 

9：00～18：00 

高津戸スクリーニング場 

富岡町大字上手岡 

字高津戸地内 

（常磐富岡 I.C出口付近 

県道 36号小野富岡線沿い） 

9：00～18：00 

加倉スクリーニング場 

浪江町大字加倉 

字加倉前 20-1 

（浪江 I.C出口付近 

国道 114号沿い） 

9：00～18：00 

長塚越田スクリーニング場 

双葉町大字長塚 

字越田 1-38 

（双葉北小学校東側） 

9：00～18：00 

中屋敷スクリーニング場 

大熊町大字野上 

字小塚地内 

（国道 288号沿い） 

9：00～17：00 

津島スクリーニング場 

浪江町大字下津島 

字萱深 11 

（旧津島保育所跡地、 

国道 114号沿い） 

9：00～17：00 

大野スクリーニング場 

大熊町大字下野上 

字大野 98-1 

（大野病院内東側駐車場） 

9：00～18：00 
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連  絡  先 電話番号 

❏警察 24 時間 

双葉警察署〈盗難・不審者〉  

 

110 

❏消防 24 時間 

双葉消防本部 通信指令係〈火災・救急〉 

双葉消防本部 通信指令係〈問い合わせ〉 

 

火災・救急 119 

0240-25-8561 

❏準備宿泊受付 

準備宿泊受付コールセンター 

平 日    8:00～20:00 

土日祝祭日 8:00～17:00 

0120-357-133 

❏電気 

東北電力㈱コールセンター 

平日 9：00～17：00 

0120-066-774 

停電等の緊急時 

対応ダイヤル    

0120-175-366 

❏ごみ 

環境省福島地方環境事務所 

浜通り南支所（廃棄物担当） 

平日 8：30～17：15 

0240-25-8993 

 

❏東電サポート 

  片付けサポート 

平日 9：00～17：00 

 

0120-50-8832 

❏上水道 

双葉地方水道企業団 総務課 営業係 

平日 8：30～17：15 

0240-25-5323 

❏井戸水 

相双保健福祉事務所 衛生推進課 

平日 8：30～17：15 

0244-26-1363 

5.困ったときの問い合わせ先 
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連  絡  先 電話番号 

❏ガス 

福島県ＬＰガス協会 

平日 9：00～17：00 

 

024-593-2161 

福島県ＬＰガス協会  

いわき支部 

相双支部 

平日 9：00～17：00 

0246-26-1434 

0244-22-1141 

❏郵便局 

いわき郵便局 コールセンター 

 

0570-943-573 

❏宅配 

佐川急便 相馬営業所  

受付時間 08:00~19:00 

0570-01-0672 

❏テレビ 

デジサポ福島 

平日 9：00～18：00 

 

 

0570-007-401 

024-525-8220 

❏役場 

大熊町役場 環境対策課 

平日 8：30～17：15 

 

 

0240-23-7829 

❏緊急連絡先 （夜間窓口） 

 大熊町役場 24 時間連絡可能 

 

0240-23-7829 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


