
2011.03.11 

15:15 

市民の皆さん。宮城県で震度７の地震が発生しました。足利市は震度５強です。ただ今被

害状況を把握し、全力で対応しています。現在、電気がつながりませんので、もし何か深刻

な事態があればこちらにコメントしてください。  

2011.03.11 

15:55 

確認中です。 RT @dyetech0910: @omamiuda_minoru ブロック塀の倒壊 屋根かわらの崩

落 多数あり  

2011.03.11 

16:00 

確認します。 RT @itoinozomi: 五十部町、三重小学校付近がひどいとの情報です RT 

@omamiuda_minoru: それはどちらですか。 RT @dyetech0910: @omamiuda_minoru ブロック

塀の倒壊 屋根かわらの崩落 多数あり  

2011.03.11 

16:04 

警察と連携して対処します。 RT @Potatoman001: @omamiuda_minoru 旧 50 号信号停止

中。渋滞です。  

2011.03.11 

16:07 

役所は電気が通じましたのでそんなに時間はかからないと思います。 RT @rumix63: 

@omamiuda_minoru 停電が続いてますが、復旧にはどの位かかりますか？うちの近所も瓦

の屋根が落下してます。福富町なぅ。  

2011.03.11 

16:13 

ど こ で し ょ う 。  RT @katsumi_tsukui: @omamiuda_minoru 足 利 で の 被 害 状 況 で す ！

http://bit.ly/hcvZr8  

2011.03.11 

16:17 

五十部周辺ですね。 RT @koba_masaaki: ちなみに自宅周辺の家は家根が壊れている所

が多数あります。 外出する際は上を良く見て歩いて下さい。  

2011.03.11 

16:22 

すいません。住所をお聞かせください。 @katsumi_tsukui: 足利在住の小林さん宅です。

@omamiuda_minoru: ど こ で し ょ う 。  @katsumi_tsukui: 足 利 で の 被 害 状 況 で す ！

http://bit.ly/hcvZr8  

2011.03.11 

16:35 

足利市小中学校生徒職員全員無事との連絡あり。  

2011.03.11 

16:45 

足利市大門通り通行規制。茂衛門蔵が一部崩壊とのこと。  

2011.03.11 

16:54 

災害用ブロードバンド伝言板はこちら。http://bit.ly/ebs9F7  

2011.03.11 

17:01 

現在、足利市内火災は発生していません。  

2011.03.11 

17:06 

足利ハーベスト西側の南北の道路 1km にわたって陥没しています。十分ご注意ください。  

2011.03.11 

17:18 

RT @googlejapan: Google では、本日起きた地震のあと、連絡のとれない家族や友人がい

る方のために、Google Person Finder というツールを提供しています。 http://goo.gl/rlR07  

2011.03.11 

17:21 

先ほど、足利市消防が市内二ヶ所でエレベーターに閉じ込められていた方をそれぞれ救

出。  

2011.03.11 

17:42 

RT @katswalk: 足利、福居堀込周辺行ったいは停電中です。RT @omamiuda_minoru: 足利

ハーベスト西側の南北の道路 1km にわたって陥没しています。十分ご注意ください。  

2011.03.11 

18:07 

足利市幼稚園保育園。確認できている限りでは人的にも物的にも問題なしとのこと。さらに

確認中。  

災害に関するツイート一覧（3.11～5.29） 



2011.03.11 

18:11 

足利市上水道は今のところ問題なし。下水処理センターも問題なし。工業用水道用の常見

水源は断水。  

2011.03.11 

18:26 

場所はどちらですか。 RT @wataraseshijin: おいおい。我が家は断水しているよ。インチキ

言うな(怒)@omamiuda_minoru  

2011.03.11 

18:27 

停電復旧の見通し情報はまだありません。 RT @hoshi_chi: @omamiuda_minoru 北郷地区

停電の復旧の情報はありませんか？  

2011.03.11 

18:52 

両毛線を含む首都圏ＪＲ全線、東武線全線今日一杯不通。  

2011.03.11 

19:12 

誠に残念ですが、本日発生しました地震のため３月１３日日曜日に予定してました、二度と

できない大マラソン大会をメインイベントにした「北関東道開通足利フェス」は中止させてい

ただきます。楽しみにしてくださっていた皆様本当に申し訳ありません。  

2011.03.11 

19:22 

東電から連絡。葉鹿、山前そして山辺地区以外は復旧の見通しが立たず。  

2011.03.11 

19:37 

名草、北郷地区は停電の影響でポンプアップができず断水状態と報告がきました。現在東

電さんが懸命に復旧に取り組んでいます。申し訳ありません、しばらくお待ちください。  

2011.03.11 

19:47 

鋭意取り組んでます。 RT @kikuringworld: @omamiuda_minoru 朝倉町小泉街道東側は停

電中です。復旧の見通しはどうですか？  

2011.03.11 

19:53 

２９３号線の朝倉交差点ですね。警察に連絡します。 RT @rumix63: @omamiuda_minoru 朝

倉の交差点など大きい交差点だけでも交通整理出来ないでしょうか!?  

2011.03.11 

20:14 

阪神大震災の時は、３時間後の余震が最大だったそうです。皆さんお気をつけください。 

RT @ABEKOTSU: 皆様大丈夫ですか？足利市はかなり揺れました！余震などまだ気が抜

けません。気を付けましょう！  

2011.03.11 

20:29 

でてません。 RT @TooreFarmersSon: @omamiuda_minoru 足利市に怪我人、死者はでてい

ませんよね？私は学生で一人暮らししているので家族が心配です。  

2011.03.11 

20:31 

し ま し た 。 長 男 が 茨 城 で 合 宿 し て い る の で 、 そ れ が 心 配 で す 。  RT @oyasaino3: 

@omamiuda_minoru 市長自身のご家族、自宅の安否は確認されましたか？  

2011.03.11 

20:36 

すいません自治会館ではなく公民館です。足利市内各公民館、本日は午後１１時まで開け

るように指示しました。市民の方が非難して来られた場合は夜間も利用できるようにしま

す。 RT @tatsuyoshikun: @omamiuda_minoru 非難所の情報はありますか？  

2011.03.11 

20:44 

足利では瓦の倒壊が多数報告されています。 RT @mote623: @omamiuda_minoru 倒壊し

ている建物は？  

2011.03.11 

21:19 

東電さんが鋭意努力してますが、まだ見通しの連絡はいただけてません。 RT @kojirou_t: 

@omamiuda_minoru 電気の復旧はいつですか？  

2011.03.11 

21:38 

RT @Koyama_Toshi: RT: ガスが止まってしまった方へ。東京ガスは震度 4 で自動停止機能

が働く。復帰は簡単。メーターの左上にある黒いキャップを外して中のボタンを奥まで押しこ

む。メーター上部の赤ランプが 3 分点滅するので、その後復活。  

2011.03.11 

23:05 

残念ながら足利市東側電力復旧のメドが立ちません。東電によると少なくとも明朝まではダ

メなようです。  



2011.03.12 

00:54 

停電に伴い信号がつきません。明朝もその可能性があります。運転される方はくれぐれも

ご注意ください。また断水状態の方には大変ご迷惑をおかけしてます。明日は給水車とペ

ットボトルを最大限用意します。  

2011.03.12 

02:38 

足利市通２丁目から東は停電で灯が消え、通３丁目から西は街頭も明るい。ここを境に発

電所から送られてくる送電網が異なるとは知らなかった。  

2011.03.12 

02:53 

本日朝 8 時 30 分より、自治会・消防団の皆様の協力を頂いて足利市内の被害状況を一斉

に調べます。詳細を把握し適切に対応します。  

2011.03.12 

05:30 

旧市内は回復しました。 RT @mayuchan5: @omamiuda_minoru 電気復旧予定はまだです

か？  

2011.03.12 

05:49 

足利市の電力回復が順次進んでいます（久保田町付近はまだのよう）。それに伴い北郷、

名草の断水状態も速やかに回復させます。もう少しお待ちください。  

2011.03.12 

05:54 

ガンバロー！ニッポン！  

2011.03.12 

05:56 

名前と住所を教えてください。 RT @majomajo7: @omamiuda_minoru 通 4 丁目一部電気つ

かません！助けてください！  

2011.03.12 

06:06 

羽刈町回復了解です。 RT @mayuchan5: @omamiuda_minoru 足利市羽刈町は電気復旧し

ました。少し不安がなくなりました。ありがとうございます  

2011.03.12 

06:12 

両毛線・東武線まだ動いてません。ご注意ください。  

2011.03.12 

06:19 

了解です。給水状態はいかがですか。 RT @ashikaga09: @omamiuda_minoru 利保 3 丁目も

電気きてます  

2011.03.12 

06:29 

了解です。 RT @ashikaga09: @omamiuda_minoru 水は昨日から普通に使えます。トイレも

流れます  

2011.03.12 

07:01 

申し訳ありません。中止とさせていただきます。 RT @39nekojyarashi: @omamiuda_minoru 

昨日から御疲れ様です。明日の「北関開通足利フェスタ」は予定通り実施でしょうか？  

2011.03.12 

07:23 

本日 8 時半より、各自治会・消防団の皆様にお力添えいただき、全市一斉に被害状況の確

認を行います。何かお気づきのことがあれば予め当ツイッターにお知らせください。その

際、情報共有のためできれば#ashikaga をお付けください。#ashikaga  

2011.03.12 

07:26 

足利市小俣町中妻地区瓦崩壊多数。情報頂きました。確認します。#ashikaga  

2011.03.12 

07:57 

ぜひ。足利の地震関連情報には#ashikaga をつけて情報共有しましょう。RT @jp_yamada: 

栃木県足利市の情報は、#ashikaga をつけてつぶやきませんか？こんな時こそ情報共有

を。#ashikaga  

2011.03.12 

08:02 

電気が復旧したのはいいのですが、電力需要が賄えない可能性がでてます。ぜひ節電

を！ RT @asahi_tokyo: 東京電力は、発電所の停止が相次いでいるため、きょうの夕方に

電力供給が需要に追いつかなくなる見通し発表。 http://bit.ly/hfFG5W #ashikaga  

2011.03.12 

08:03 

58 名昨日から避難してます。 RT @majomajo7: 小俣町の養護施設、イースターヴィレッジ

は大丈夫でしょうか。子どもたちは・・・？RT @omamiuda_minoru: 足利市小俣町#ashikaga  



2011.03.12 

08:10 

二次災害という点では福島原発が心配だ。しかし我々ではどうにもならない。自分の守備

範囲で全力をつくすしかない。東電、原子力安全委員会はじめ関係者の皆さん。頼みま

す！  

2011.03.12 

08:12 

伝えます。 RT @mayuchan5: @omamiuda_minoru 稲岡町交差点が信号使えてません

#ashikaga  

2011.03.12 

08:13 

検討します。 RT @kikusirokuro: @omamiuda_minoru 地震で壊れた瓦礫や家具、家電など

を投棄できる場所があると良いと思うのですが、いかがでしょうか。新潟の中越地震のとき

はそういった場所が設けられました。  

2011.03.12 

08:27 

RT @YuuYaguchi: 常見町踏み切り遮断機故障。#ashikaga  

2011.03.12 

08:28 

足利では地震による死者はいません。 RT @shirokumanocar: @omamiuda_minoru まだ両

親と電話がつながりません。足利市内で死者、陥没以外に大きな事故の情報は入ってない

ですよね？よろしくお願いいたします。#ashikaga  

2011.03.12 

08:42 

情報感謝です。 RT @c_o_n_t_r_o_l: @omamiuda_minoru 東足利教習所の所の踏切が一向に

上がらない #ashikaga  

2011.03.12 

09:07 

RT @hideaking_110: ガンバロー！アシカガ！ RT @omamiuda_minoru: ガンバロー！ニッポ

ン！#ashikaga  

2011.03.12 

09:23 

常見町踏み切り開通しました。 RT @omamiuda_minoru: 情報感謝です。 RT @c_o_n_t_r_o_l: 

@YuuYaguchi: 東足利教習所の所の踏切が一向に上がらない #ashikaga  

2011.03.12 

10:38 

足利市消防からも緊急援助隊を被災地へ派遣しました。大美賀裕隊長以下11人の消防職

員の皆様、一人でも多くの人命を救ってください。頼みます！ #ashikaga  

2011.03.12 

11:38 

東武線は動き始めた模様。両毛線はまだか。  

2011.03.12 

11:42 

続々と足利市の被災状況が報告されてきています。全体をまとめるのに夜までかかる模

様。今のところ人命にかかわる深刻なものはありません。  

2011.03.12 

11:47 

既に多くの市民の皆様がボランティアしてくださってます。本当に感謝です！ RT @gyu_kai: 

@omamiuda_minoru 明日予定していたマラソンボランティアを、被災復旧ボランティアとして

お願いしてみては？  

2011.03.12 

12:49 

お気持ちありがとうございます。検討してます。 RT @rumix63: @omamiuda_minoru 募金や

救援物資を市役所が一括出来ないですか？例えば新品の毛布とか洋服とか｡｡｡何かした

いのに、早い方がぃぃのに、何も出来ないし、やり方が分からないので｡｡｡m(_ _)m  

2011.03.12 

12:51 

災害復旧優先、お願いしました。 RT @hamadakenchichi: @omamiuda_minoru 年度末とは言

え、急ぐ必要のない工事は後回しにして、災害復旧に全力を注ぐように行政指導をお願い

します。  

2011.03.12 

14:46 

RT @ashikaga_city: 両毛線の伊勢崎駅～小山駅間は、午後 2 時 50 分頃、運転再開との連

絡がありました。 #ashikaga  

2011.03.12 

15:55 

こ れ に 関 し て は ニ ュ ー ス 以 上 の 情 報 は 入 り ま せ ん 。  RT @tatsuyoshikun: 

@omamiuda_minoru 足利は放射能の影響は大丈夫でしょうか？  



2011.03.12 

15:59 

お言葉に甘えまして、申し込みをされた方に、被災者への寄付 or マラソン記念品 or 返金を

お選び頂く形で対応したいと思ってます。 @ecrk: @omamiuda_minoru マラソン中止と参加

費返金の連絡を頂きました。ぜひそのお金を被災した方々に役立ててほしいと思いました。 

2011.03.12 

16:00 

日赤側に要望します。 RT @nana_2b10: @omamiuda_minoru 足利での献血キャンペーンを

もっと増やしてはいかがでしょうか？今日・明日はともかく、それ以降の血液不足が懸念さ

れているので…。難しいとは思いますが、お願いします！  

2011.03.12 

17:57 

枝野官房長官記者会見。落ち着いていて抑制的な話しぶり、国民に安心感を与えることが

できている。この非常時こそ、政治家の真価が問われる。特に原発の状況を正確に把握

し、速やかで適切な対応を。  

2011.03.12 

19:21 

足利市水道部の給水車。断水状態の市貝町からの要請により本日出動。  

2011.03.12 

19:24 

今日の足利市内見回り。瓦一部崩壊家屋が 2000 棟に上る模様。市として修繕のための緊

急支援を検討中。  

2011.03.12 

21:26 

既に行ってます。 RT @torifolium: @omamiuda_minoru  市営住宅等の空き部屋に被災者

を受け入れることなども検討が必要なのでは？  

2011.03.12 

21:26 

了解です！ RT @tatamiya0221: @omamiuda_minoru 大前地区を朝から被害状況を確認に

行きました。瓦２４件損傷してます。自治会長より早く伺いましたがかなりビドイ状況です！

市長お願い致します！  

2011.03.12 

21:37 

福島原発。どうやら”最悪の事態”ではないようだ。政府の機敏な対応に任せるしかない。

がんばれ枝野官房長官。  

2011.03.12 

21:46 

あります。後ほどご案内します。 RT @scarecrow0819: @omamiuda_minoru 今回の震災で

市として募金できるところはありますか？  

2011.03.13 

10:34 

RT @shimotsuke_np: 【全県】宇都宮市下岡本町で県が常時観測している放射線量は、12

日午後８時、13 日午前８時とも 0.039 マイクロシーベルトの通常値。県「異常はみられない」 

#tochigi #ashikaga  

2011.03.13 

10:42 

すいません。お名前と住所をツイートメールで頂けますか。 @ne630: ありがとう。市役所か

らの安全確認すら未だ無い。自治体は動いているのか、見えない！ RT @chibiroo 市長の

アカウントに呟くと確認してもらえるようだよ。.@omamiuda_minoru  

2011.03.13 

11:05 

了解です。 RT @koba_masaaki: 市長、長いビニールシートや瓦、修繕道具等、既に手に入

りにくくなっています。 RT @omamiuda_minoru: 今日の足利市内見回り。瓦一部崩壊家屋

が 2000 棟に上る模様。市として修繕のための緊急支援を検討中。  

2011.03.13 

12:00 

もう単にマスコミの都合でヘリを飛ばすのは止めた方がいい。被災者は救援ヘリと思って救

助を求めてしまう。音で作業の妨げになってもいる。被災状況は既にわかっている。今更何

の意味があるのか。  

2011.03.13 

13:03 

RT @ashikaga_city: 防災用ブルーシートの配布は、問い合わせが殺到しているため、現在

受け付けを一時停止しています。申し訳ありません。 #ashikaga  

2011.03.13 

13:38 

nakatome 他 人 を 思 い や れ る 日 本 人 ！ ！  : 日 本 人 の モ ラ ル に 世 界 が 驚 く 

http://koko-hen.jp/archives/2733677.html?ignore_lite  



2011.03.13 

14:09 

感 謝 で す ！  RT @mother_tool: 使 っ て い な い 新 品 の 寝 具 用 意 し て お き ま す 。

RT"@omamiuda_minoru: ５００名の被災者受け入れの場合。寝具が足らなくなります。場合

によっては足利市民の皆様に日頃使用していない寝具の提供のお願いをすることがありま

す。"  

2011.03.13 

14:21 

来年度から予定している足利市リフォーム補助＝最大５万円の商品券配布。予定を前倒し

して、被害家屋の修繕限定で昨日３月１２日から適用されることとします。市長専決（議長

には報告済み）。さらに被害家屋の修繕のための無利子融資制度も新設するべく金融機関

と交渉に入りました。  

2011.03.13 

14:40 

フォローしている皆さん、是非こうした足利市内の生活情報を#ashikaga をつけてツイートし

てください(_ _) RT @ohsamurai: 市内のガソリンスタンド、多数閉まっている模様ですが、開

いている店舗を市で把握・周知できますか？@omamiuda_minoru  

2011.03.13 

14:47 

【義援金】明日１４日より足利市として全ての公共施設の窓口に募金箱を用意し、御厚意を

確実に届けます。 RT @aritayoshifu: 昨日、写真家の藤原新也さんと新潟地震のときの寄

附のことが話題に。100 万円を超えるカンパに受け取りの返事さえこなかったという。

#ashikaga  

2011.03.13 

14:48 

５００名の被災者受け入れの場合。寝具が足らなくなります。場合によっては足利市民の皆

様に日頃使用していない寝具の提供のお願いをすることがあります。何卒よろしくお願い申

し上げます。#ashikaga  

2011.03.13 

14:58 

hisyo@city.ashikaga.tochigi.jp です。 @ne630: 市長からのフォローがないとＤＭできないの

で、市長宛のメルアドを教えてください。@omamiuda_minoru お名前と住所をツイートメール

で頂けますか。  

2011.03.13 

15:16 

電力需要が逼迫している。明日以降、東電が輪番停電を検討している。足利市の場合、通

２丁目と３丁目の間で発電所（送電網）の違いがあることがわかった。その意味で自治体単

位で対応することができるのか不透明。引き続き情報収集に努める。 #ashikaga  

2011.03.13 

15:44 

RT @ashikaga_city: 足利市立小・中学校では、3 月 14 日（月曜日）は平常どおり授業を行い

ます。給食も通常どおり提供いたします。#ashikaga  

2011.03.13 

15:59 

屋根用ブルーシート配布できます。足利河南消防署 16 枚 Tel71-1000、中央消防署 12 枚

Tel41-3194、東分署 9 枚 Tel91-0509、西分署 20 枚 Tel62-0119、南分署 19 枚 Tel71-2000、

岩澤建設株式会社 20 枚（50 号バイパス沿い）Tel70-3111  

2011.03.13 

16:37 

既に学校連絡網で回してます。 RT @hitoshi1148: ツイッター以外ではまわしてないのです

か？ RT @ashikaga_city: 足利市立小・中学校では、3 月 14 日（月曜日）は平常どおり授業

を行います。給食も通常どおり提供いたします。#ashikaga  

2011.03.13 

16:41 

水戸市から支援の要請あり。早速、ペットボトル 500ml を 3500 本、2l を 350 本送ることに。

水戸市民の皆さんをはじめ被災者の皆さん、がんばってください！。  

2011.03.13 

16:54 

【がれき類の回収】足利市として、明日より３月末まで、被災により発生した瓦やガラス等の

がれきの無料回収をします。場所：足利市清掃センター、野田町 826-1 TEL:72-5300 受入

日：３月末まで毎日、08:30～16:45 (除く 12:00～13:00)   

2011.03.13 少々お待ちください。最新情報でしたら足利市か私のツイッターフォローをお勧めします。 



16:59 RT @hoshi_chi: @omamiuda_minoru 我が子の通ってる小、中学校からはまだ連絡は来てな

いです･･･  

2011.03.13 

17:18 

ご協力をお願い申し上げます。 RT @hitoshi1148: ツイッターだけだと限られるので、情報

源を明らかにし、mixi、ブログなどで『足利市立小中学校が明日は授業、給食とも通常通り』

と発信してみては？@hoshi_chi #ashikaga  

2011.03.13 

18:01 

明日１４日、足利市小中学校平常どおり授業を行う旨の連絡は既に学校長を通じて行って

います。保護者の皆様、速やかなご協力をお願い申し上げます。  

2011.03.13 

18:11 

足利市被害状況抜粋（3 月 14 日 17 時時点）。住家一部破損 3124 軒。倉庫等破損 227 軒。 

ブロック等 134 軒他 @omamiuda_minoru: 【がれき類の回収】明日より３月末まで、被災によ

り発生した瓦やガラス等のがれきの無料回収をします。足利市清掃センター、電 72-5300  

2011.03.13 

18:15 

RT @ashikaga_city: 明日から、市内各公共施設に募金箱を設置し、義援金の募集を行いま

す。 【設置場所】総合福祉センター、市役所本庁舎・教育庁舎、市民会館、市民プラザ、市

民活動センター、市立美術館、市内 17 公民館  

2011.03.13 

18:24 

まだ東電から連絡が入りません。入り次第ツイートします。 RT @a_minerva: 足利市での輪

番停電の予定は、どのようなものですか？#ashikaga  

2011.03.13 

18:58 

原発対応・停電調整・国への報告・マスコミ対応等々、東電の関係者は今ものすごく大変だ

と思う。まさにここが踏ん張りどころ。歴史的使命感をもって是非善処してほしい。  

2011.03.13 

18:59 

感謝です！ RT @hirodoll: 用意ありますよ。RT @omamiuda_minoru: ５００名の被災者受け

入れの場合。寝具が足らなくなります。場合によっては足利市民の皆様に日頃使用してい

ない寝具の提供のお願いをすることがあります。  

2011.03.13 

19:24 

足利市の受け入れ態勢に関して、栃木県からの問い合わせに５００人程度の受け入れ可

能と回答。どこの自治体でも困っているときはお互い様。現在栃木県で調整中。  

2011.03.13 

19:46 

足利市にはまだ連絡がきません。 RT @omoteshinji: @omamiuda_minoru 明日の足利市の

計画停電は決まりましたか？伊勢崎市は明日の 7 時からだそうです。http://bit.ly/heWG94 

2011.03.13 

21:25 

ＴＶではそうですが、現在東電に確認中です。 RT @ryumasa11091084: 午後１時 50 分から

５時３０分とテレビで言ってます。  

2011.03.13 

22:39 

【計画停電】東電足利支所によると、足利市内ほぼ全域、明日 3 月 14 日の停電は 12 時 50

分～15 時 50 分とのことです。ＴＶで伝えられているような 13 時 50 分から 17 時 30 分では

ありません。また停電時間中は信号が消えます。ご注意ください。#ashikaga  

2011.03.13 

22:47 

情報源は東電から頂いた資料です。ただ、富田地区稲岡周辺は記載がありません。 佐野

と連動している可能性があります。RT @ken69303: @omamiuda_minoru それは正確な情報

ですよね？mixi に流しているので情報源などを載せてくれるとありがたいです。  

2011.03.13 

22:52 

RT @cannon_darc: 2003 年の NY 大停電を体験しましたが、停電時は冷蔵庫を決して開けな

いことを教訓。停電時でも冷気は保たれているので。  

2011.03.13 

22:55 

よほどのことがない限りありません。 RT @ryumasa11091084: 学校、保育所等は通常通り

と発表がありましたが、今後変更があることはありますか。@omamiuda_minoru  

2011.03.13 

22:57 

明日広報車を出します。 RT @noritter_jp: アナログ手段で、市民への周知もおねがいいた

します。実家ではインターネットの利用はほとんどありません。この文章を携帯メールして知



らせていますが。 RT @omamiuda_minoru: 情報源は東電から頂いた資料です。  

2011.03.13 

23:02 

すいません。消防が古い情報を出したようです。こちらも混乱してます。12 時 50 分～15 時

50 分が最新情報です。RT @ttkon: 足利市からのメールが来ましたが、時間が違ってます。 

「明日、午後 12 時 50 分頃から午後 5 時 30 分まで、市内全域は停電となります」  

2011.03.13 

23:04 

警察と力を合わせます。 @sumire19: @ryumasa11091084 帰宅時間に信号の停電などが 

心配です。金曜日も帰宅時、危険でしたが、対応はいかがするのでしょうか？  

2011.03.13 

23:16 

繰り返します。東電から入手した資料によると明日 14 日の足利市内停電は 12 時 50 分～

15 時 50 分です。一部富田稲岡地区周辺や久保田町周辺（佐野と連動か？）は記載があり

ませんので時間帯が異なる可能性があります。また太田市市場は足利と同じ時間帯です。

#ashikaga  

2011.03.13 

23:42 

停電に伴い、北郷・名草地区をはじめとした中山間部での断水が想定されます。給水車を

出し、ペットボトルも用意してできる限りの対応をします。ご迷惑をおかけしますが、よろしく

お願い申し上げます。  

2011.03.14 

00:16 

そうです。 RT @iwaaanu: @omamiuda_minoru 一時的な断水ですか？  

2011.03.14 

00:16 

【停電時間】東電から入手した資料を元に１４日の足利市の停電時間に関してツイートしま

したが、これはあくまでも 昨日 21 時 20 分現在の情報です。東電側もかなり混乱していま

すので、時間が変わる可能性があります。どうかご留意ください。#ashikaga  

2011.03.14 

00:21 

日経新聞の春秋「自分の家族や恋人、友達を心配する気持ちが、いつの間にか他者への

不信や批判に化けるかもしれない。ここで負けてはいけない。心を強く持とう」「人を信じ、

自分に何ができるかを考える。国難を乗り切るには、一人ひとりの力がいる」国民の気持ち

を鼓舞するいい文章だ。  

2011.03.14 

00:34 

すいません。残念ながらそれには不正確なところが含まれているのです。今は東電の努力

を見守るしかありません。 RT @ttkon: 足利の計画停電：続き、Ｇ３：１２：２０から１６：００ 、

出所は以下 http://bit.ly/i4FBzu  

2011.03.14 

00:39 

今日は朝から広報車を出します。その他あらゆる方法を活用します。 RT @iwaccha: 

@omamiuda_minoru 停電時間に関して、足利市から市民・企業などへの通知は行われるの

でしょうか？  

2011.03.14 

01:03 

ガンバロー足利！ @n_a_s_i お陰様で市長のツイートにかなり助けられております。市長も

お忙しいでしょうが、どうか体調を崩されませんよう、くれぐれもご自愛くださいませ。今後も

市長のツイート、頼りにしております。足利がんばりましょう＾＾！  

2011.03.14 

01:15 

福島県のＨＰ、これでは不親切。http://bit.ly/hIc7sj 被災者が被曝の有無や除染をどの医

療機関で行えるのかわからない。診療機能に制限のある医療機関ってなんのこと？リンク

も.doc になっていてアプリがないと開けない仕様。緊急事態なのだからもっと工夫すべき

だ。  

2011.03.14 

01:38 

東電より新たな情報。本日午前 6 時 20 分より 3 時間、足利市元学町、大町、伊勢 3 丁目の

一部で停電になる可能性があります。ご注意ください。  

2011.03.14 東電の送電線のグループ分けがあまりにも複雑で正確に停電エリアの情報を提供するの



02:04 は簡単ではありません。足利市のＨＰに大枠まとめましたのでそちらをご覧下さい。

#ashikaga http://bit.ly/fqTU4q  

2011.03.14 

07:21 

RT @shimotsuke_np: 【東日本大震災】東京電力によると、14 日午前６時 20 分から始める予

定だった第１グループ地域の計画停電を取りやめた。電力需要見込みが想定を下回った

ためとしている。 #tochigi #shimotsuke  

2011.03.14 

07:22 

RT @shimotsuke_np: 【東日本大震災】ＪＲ東日本は 14 日、東日本大震災による計画停電

の影響で、宇都宮線、両毛線、水戸線、日光線、烏山線の県内全路線の運転を終日見合

わせると発表した。 #shimotsuke #tochigi  

2011.03.14 

08:14 

第一グループの停電は回避された模様。今後はまだ不透明です。そこで一層の節電をお

願い申し上げます。PC,TV から電動歯ブラシの電源に至るまで我家ではコンセントごと抜き

ました。  

2011.03.14 

08:43 

す い ま せ ん 。 足 利 市 の HP を ご 覧 く だ さ い 。 http://bit.ly/fIrE80 #ashikaga 

@MekabuAndKombu:【輪番停電】新聞を見ましたが、足利がなぜか第４グループに入ってい

ます。足利は基本的には第３グループでいいんですよね？  

2011.03.14 

09:11 

【義援金】市民の皆様から暖かいご支援の声が続々と。商工会議所にも。早川会頭と早速

打ち合わせ。義援金については本日より市内全ての公民館で承る旨お伝えした。会員事業

所にも周知していただけるとのこと。感謝です。#ashikaga  

2011.03.14 

09:32 

本日の停電や断水の時間等を、市の広報車、水道部の車、消防の車等合わせて２３台で

周知します。 RT @omoteshinji: 足利の計画停電の決定版は、どんな方法で市民に伝えら

れるのですか？@omamiuda_minoru @shimotsuke_np #ashikaga  

2011.03.14 

09:41 

破損した屋根の応急措置のためのブルーシート。足利市内の企業から続々と供出の申し

出。ありがたい。速やかに集計して、被災者の方にお配りします。 #ashikaga  

2011.03.14 

12:07 

御意。 @rumix63: @omamiuda_minoru 街中を停電のお知らせしてるのはぃぃですが、車で

走りながらなので、停車の始まりの時間と終わりの時間を言う場所が変わってしまってま

す。住宅街、スーパーなどで停車して放送した方が確実な情報をお知らせ出来ると思いま

す。  

2011.03.14 

12:25 

RT @ashikaga_city: 消防署で白色ビニールシートの配布を開始しました。数に限りがありま

すので、残部を確認のうえお越しください。→http://bit.ly/gUMAlH #ashikaga  

2011.03.14 

12:34 

ありがとうございます。 市役所で承ります。RT @shima1433: @omamiuda_minoru キリンビ

ール足利市担当の島嵜と申します。物的支援にはなってしまうのですが、キリンフリー350

ミリを 504 本用意いたしました。供給困難な地域等がございますか。  

2011.03.14 

12:41 

がれきを片付けてほしいというお気持ちはよくわかります（搬入頂ければ南部清掃センター

で無料で受付中）。ただ、いま優先順位として大事なのは、損壊した屋根をブルーシートで

覆う作業です。数にして 2000 軒超。雨が降ってきたら大変。現在、市の資源をそこに集中し

ています。#ashikaga  

2011.03.14 

12:45 

RT @ashikaga_city: 商工会議所友愛ホールにも、東北地方太平洋沖地震の義援金募金箱

が設置されました。 #ashikaga  

2011.03.14 RT @ashikaga_city: 午後０時２０分から予定されていた計画停電（第３グループ）は中止とな



12:53 りました。 #ashikaga  

2011.03.14 

12:53 

もちろん、がれき類で急を要するものは市として速やかに対応します。それ以外は申し訳あ

りませんが少しお待ちください。もしくは地域の皆様に御協力賜り、足利市南部清掃センタ

ーへお持ち頂ければ大変ありがたく存じます。無料で承ります。#ashikaga  

2011.03.14 

14:12 

すいません。農協のどなたに何の用件で、でしょうか？ RT @poppoya2: @omamiuda_minoru 

農協の本所に連絡してください！  

2011.03.14 

14:23 

足利市議会、予算審議終了。質問は昨年と比べて格段に少ない。議員の皆様も状況を察

してくださり、円滑進行に協力してくださった。災害対策に集中していく。  

2011.03.14 

14:30 

小林さん感謝です！ガンバロー！ RT @tatamiya0221: @omamiuda_minoru 人手が無いお

年寄りの世帯を優先に破損瓦等を回収して行きます。朝から持って行くのが大変なんだと

多くの方に言われました。市長も頑張って下さい。  

2011.03.14 

18:27 

瓦損壊の応急措置はお済でしょうか？まだブルーシートがかけられてない被災家屋があり

ましたら、足利市消防に後 200 枚あります。最寄の消防署にお問い合わせください。中央消

防署 41-3194、河南消防署 71-1000、東分署 91-0509、西分署 62-0119、南分署 71-2000  

2011.03.14 

18:41 

適切な対応をお願いします。 RT @aritayoshifu: 福島県から車で栃木などの県外に脱出し

ている方々への対処。幹事長室に報告、政府にも報告されます。メディアが結果的に不安

をあおる解説を行っていることに問題があると思います。某紙夕刊も「放射性物質 拡散の

恐れ」とデカデカと  

2011.03.14 

21:07 

RT @matsugen: 子供がお菓子を持ってレジに並んでいたけれど、順番が近くなり、レジを見

て考え込み、レジ横にあった募金箱にお金を入れて、お菓子を棚に戻して出て行きました。

店員さんがその子供の背中に向けてかけた、ありがとうございます、という声が震えてまし

た。  

2011.03.14 

21:18 

被災を受けた 75 歳以上の高齢者世帯限定で、足利市として瓦などがれき類の撤去を行い

ます。3 月 31 日まで（除く土日）。連絡先は足利市土木作業事務所 Tel:91-4191。受付時間

午前 8:30～午後 5 時。#ashikaga  

2011.03.14 

21:28 

どうしちゃったんだこの人？もはや知事でいるべきではない。 RT @47news: 大震災は「天

罰」と石原知事 「津波で我欲洗い落とせ」 http://bit.ly/f8wwbY  

2011.03.14 

21:52 

明日 15 日の足利市内停電予定は、こちらからご覧いただけます。http://bit.ly/gkcFcj 

#ashikaga  

2011.03.14 

21:59 

明日、足利市小中学校給食はいつも通りあります。 RT @ryumasa11091084 学校給食の

配給は実施されるのでしょうか。  

2011.03.14 

22:02 

「おっ！今ゆれた？」「市長、ゆれてません。あの額を見てください。動いてません。。。」地

震でゆれているのか。自分の頭がゆれているだけなのか。なんだかわからなくなってき

た。。。(_ _)  

2011.03.14 

22:12 

感謝！ RT @Shota_C_minor7: @omamiuda_minoru 足利市に在住の大学生です。市長、ご

存じかもしれませんが、東京電力が発表した明日～金曜までの停電の時間は以下のHPで

公開されました。別紙 2 という PDF です http://bit.ly/gre0wz  

2011.03.14 足元を固めましょう。どうか周りを見渡してください。まだ瓦などがれきの搬出を希望されて



22:25 いる方がいるはずです。http://bit.ly/e6mmWB RT @kenjionda: @omamiuda_minoru 市長‼

被災者に我々にできることは何かありますか？  

2011.03.14 

22:27 

ポンプアップしている場所か否かで決まります。 RT @syouz2010: 小俣町に住んでいます

が、停電の前後では断水の可能性はありますか？お忙しい折すみません。対応で大変で

しょうが教えてください。  

2011.03.15 

07:37 

これは全国的にですね。RT @tanakatoga: 市民の皆さん、不審な支援金、義援金の誘いに

は気をつけてください。お宅への勧誘、電話での誘いは在りませんので。  

2011.03.15 

09:30 

福島原発の状況が気になる。情報が正確に入ってこない。爆発した後の放射線量はどのく

らいの数値で推移しているのか。国は計測している。速やかに公表すべきだ。  

2011.03.15 

09:49 

shimotsuke_np【東日本大震災】栃木県発表。宇都宮市下岡本町で測定した１５日 8:00 の空

間放射線量率は０．０８マイクロシーベルト時。県「胸部レントゲンの 50 分の 1 以下。これま

でに比べ上がっているが健康に影響ない」。瞬時における最大値は 0.68(8:02) #shimotsuke 

#tochgi  

2011.03.15 

09:52 

RT @shimotsuke_np: 栃木県発表。宇都宮市下岡本町で測定した１５日 8:00 の空間放射線

量率は０．０８マイクロシーベルト時。県「胸部レントゲンの 50 分の 1 以下。これまでに比べ

上がっているが健康に影響ない」。瞬時における最大値は 0.68(8:02) #ashikaga  

2011.03.15 

10:11 

【足利市停電】本日午前 6 時 20 分から 10 時頃まで停電した家屋は第 3 グループとなりま

す。9 時 20 分頃から始まった停電は第 4 グループとなります。東電ＨＰによると、18 日まで

は以下の通りになるようです。http://bit.ly/eoEkbj #ashikaga  

2011.03.15 

11:25 

現在、停電情報、がれき受入れなど足利市として、必要な情報を広報車、ＨＰ、メール、ツイ

ッター（私個人のも含む）などで積極的に発信しています。どうか情報を入手された方、是

非広めて頂けます様お願いします。  

2011.03.15 

11:53 

ブルーシートかけボランティアのお願い。足利市役所から見渡してもまだ損壊した瓦屋根が

あります。二階屋根にブルーシートをかけるとなるとそれなりの経験が必要です。どなたか

協力いただける方がいらっしゃいましたら、市民活動支援課まで(Tel:20-2154)お願いしま

す。#ashikaga  

2011.03.15 

11:58 

@shimotsuke_np: 【東日本大震災】宇都宮市の空間放射線量、15日午前９時に1.318マイク

ロシーベルト/時、同 10 時は 1.242。県発表。（参考：胸部レントゲンは５０マイクロシーベル

ト/時）#tochgi #ashikaga  

2011.03.15 

12:06 

枝野官房長官は 100 時間も寝てなかったそう。事態も深刻。それでも尚落ち着いた語り口。

事実を正確に伝える姿は見習うべきものがある。大変だろうが、最善の対策をとるべく強力

なリーダーシップを。我々は信じている。#edano_nero  

2011.03.15 

12:30 

足利市ＨＰ。回線環境によっては停電の影響で臨時ＨＰになってしまう場合があります。タイ

ムリーで正確な情報提供を心がけますが、ＨＰに加えツイッターを最大限活用します。

@ashikaga_city もフォローをお願いします。#ashikaga  

2011.03.15 

13:33 

国の委託を受けて県で観測している放射線値（宇都宮市内）をフォローしています。午前 11

～12 時時点のデータでは、0.984μSv です。通常よりは高い値ですが、人体に影響がある

レベルではありません。なぜなら通常のレントゲン検査でも 70μSv 程度被曝するからで



す。 #ashikaga  

2011.03.15 

13:48 

RT @Son_Ri 恥の上塗り！ @inosenaoki 「天罰」について「発言を撤回し、深くお詫びする」

「添える言葉が足りなかった。かつてない混乱の中にある被災者の皆様の失意と無念は拝

察するにあまりある。同じ日本に住む者として、明日はわが身、わがことであると思う」（石

原知事）  

2011.03.15 

13:49 

RT @NamicoAoto: 父が明日、福島原発の応援に派遣されます。半年後定年を迎える父が

自ら志願したと聞き、涙が出そうになりました。「今の対応次第で原発の未来が変わる。使

命感を持っていく。」家では頼りなく感じる父ですが、私は今日程誇りに思ったことはありま

せん。#jishin  

2011.03.15 

14:08 

お近くの公共施設に備え付けてあります。よろしくお願い申し上げます(_ _) @Dan_uri: 会社

でコツコツ集めてきたチャリティーを今回の義援金にまわそうという声が社内で湧き上がっ

ております。提供方法としては足利市のサイトにあるように募金箱に入れる手段しかないの

でしょうか？  

2011.03.15 

15:05 

RT @shimotsuke_np: 【東日本大震災】県が宇都宮市で観測している放射線量は、15 日午

後２時現在で０．３７９マイクロシーベルト。15 日午前に１．３１８まで上昇したが、下落。 県

「人体に有害なレベルではない。落ち着いて行動を」 #tochgi #ashikaga  

2011.03.15 

15:17 

損壊した屋根の仮補修はお済でしょうか？市としてブルートシートを用意してます。 

http://bit.ly/gUMAlH どうぞご活用ください。 またそれをかけてくださるボランティアの方も

募集してます。連絡先は市民活動支援課(Tel:20-2154)です。#ashikaga  

2011.03.15 

15:35 

『勝手に絶望するな』『勝手に悲観するな』『勝手に人を非難するな』 大丈夫、この国には

命がけで事態収拾に献身的に取り組んでくれている人達がいる。水もガズも家も無い中、

文句も言わずにじっと耐え忍んでいる人達がいる。その人達に思いをはせよう！  

2011.03.15 

18:12 

RT @ashikaga_city: 3 月 15 日、午後 4 時 00 分現在、東京電力から公表された計画停電か

ら想定される断水地区についてお知らせしています。→http://bit.ly/hDCVd4 #ashikaga  

2011.03.15 

18:16 

放射線値（宇都宮市内）。午前15～16時時点のデータでは、0.460μSvです。午前中より減

少しています。通常よりは高い値ですが、人体に影響があるレベルではありません。通常

のレントゲン検査でも 70μSv 程度被曝するからです。 #ashikaga  

2011.03.15 

18:24 

RT @papas514: RT 夜、福島原発作業員の友人からメールが来たんだが、『俺たちが死ん

でも、メルトダウンは絶対に起こさせない』とだけ。大号泣した。 文句を言っている人に伝え

てください。みんな頑張っています。  

2011.03.15 

18:47 

従って今のところ明日の足利市内小中学校は通常通りです。 @ttkon: とても有用な情報で

す。 @omamiuda_minoru 放射線値（宇都宮市内）。午前 15～16 時時点のデータでは、

0.460μSv です。午前中より減少。通常のレントゲン検査で 70μSv #ashikaga  

2011.03.15 

19:33 

【足利市停電】明日 16 日、足利市内の主な地域は第３グループになりますので、停電時間

は 18 時 20 分から 22 時頃までの 3 時間程度となります。第４グループは 06 時 20 分頃か

ら 10 時となります。詳細は東電ＨＰ。http://bit.ly/eoEkbj #ashikaga  

2011.03.15 

19:36 

同感 RT @VJtaka: 国難だと認識すべき。RT @matsuda_kaworu: 停電どころの話ではなく

未曾有の原発危機。全国で延期すべき。「総務相、統一地方選の延期は被災地に限定：日



経新聞」 http://s.nikkei.com/fHSPjJ #senkyo_enki  

2011.03.15 

19:38 

RT @kiyohiko_toyama: 被災者の方々が避難所で厳しい環境にある。たしか英国は、こうい

う危機の時に、政府が民間のフェリーを接取して病院船に変えて現場海域に派遣できる制

度を持っていたと記憶。日本政府は、接取はできないだろうが、船会社に協力を仰げない

か。  

2011.03.15 

19:43 

明日から、ボランティアの方が足利市内損壊家屋へのブルーシートかけをお手伝いくださ

る。なんと有難いことか（泣）。中には市外の方まで。明朝お迎えして心からの感謝を申し上

げる。  

2011.03.15 

21:00 

はい、準備してます。 RT @Yuki__Daruma: @omamiuda_minoru 足利には廃校となっている

校舎があると思いますが、今回の被災者を受け入れる場所としては如何でしょうか？ 仮設

住宅より快適に過ごしていただけるのでは？ #ashikaga  

2011.03.15 

21:43 

熟慮してます。 RT @HiroShin1: @omamiuda_minoru 今朝の計画停電の時間がわからず、

突然の停電になってしまった方がいました。朝が早いと広報車も難しいと思います。情報を

収集することが難しい方にも連絡する手立てありませんか。  

2011.03.16 

02:04 

MuGidayo@omamiuda_minoru 【拡散希望】 岩手県大槌町のマストの従業員が避難した場

所の情報提供お願いします！ 三浦博正【60】三浦ひろのり【たしか 28 歳ぐらい】 どうか市

長 RT お願いします！  

2011.03.16 

06:43 

そうします。また、そうした方へお伝えする協力、どうぞよろしくお願いします。 RT 

@sachi0554 北郷地区。周りは高齢者ばかりで、輪番停電のアナウンスを聞き逃してしまっ

たり、途中から聞いて、時間が良く分からないとの声がありました。繰り返し広報していただ

く事は可能でしょうか？  

2011.03.16 

06:44 

RT @sumire19:朝方、停電時。大きな道以外は、警官は全くみあたらなかったけど… 多くの

市民が通勤、通学の補助や手伝いをしてる姿を見た。何も言わずに、助けている普通の市

民に、感動。ソレが何より大切なのかも。  

2011.03.16 

08:25 

aritayoshifu 東京都知事選挙は来週の 3 月 24 日告示。日本史上の大惨事と原発危機にあ

って都知事選をふくめ統一地方選挙はすべて延期すべし。全国の行政は選挙に費やす相

当の仕事量を全力をあげて被災地の救出と復興についやさなければならない。これぞ現実

感覚ではないか。  

2011.03.16 

08:39 

RT @shimotsuke_np: 【 全 県 】 東 武 鉄 道 運 行 計 画 ＝ １ ６ 日 午 前 ６ 時 半 現 在 

http://bit.ly/fd5ILZ #tochigi #ashikaga  

2011.03.16 

08:57 

メルトダウンの言葉の定義は後回しにしてほしい。今おかれている状況に国や東電が具体

的にどう対処しているのかを知らせる努力を！ @usukeimada 上杉隆「政府はメルトダウン

は起こらない言ったのに起こっている。これは政府、大手マスコミの起こした人災」 

@uesugitakashi  

2011.03.16 

09:09 

破損家屋へのブルーシートかけボランティアの方が先ほど足利市役所に到着。リツイート

のリツイートで回ってきたので志願したとのこと。本当にありがたい。ツイッターの威力はす

ごい。  

2011.03.16 RT @nhk_HORIJUN: 【うがい薬飲まないで】今回の原発事故に関してネット上で「ヨウ素を



09:55 含んだ一般市販薬のうがい薬を飲むと良い」とする誤った情報が出回っていることに対し

て、独立行政法人の放射線医学総合研究所は「有害で効果はない」として、絶対に服用し

ないよう呼びかけている  

2011.03.16 

10:06 

hiromi_hojo@koma1950 @okawa_yoichi【RT】驚いた情報！日本では物資の空中投下が認め

られていない！とっくに自衛隊が孤立被災者に実施してると思ってた。これでは本当に孤

立者が死んでしまう。救出前にヘリで食糧を落として何が悪いんだろう。皆様 RT しましょう  

2011.03.16 

10:21 

RT @TokikoKato: 六カ所村の石油備蓄センターにたくさんあるはずです。被災地も近いで

すから開放するべきだとおもいます  

2011.03.16 

10:23 

masaki_kito 食糧買占めは、体力弱者、コミュニケ―ション弱者のお年寄り、身障者、身寄り

のない人等へのしわ寄せが大。パニック的な買占めは控えるべきだと思う。都心の今の状

況は異常。 #jishin  

2011.03.16 

10:51 

kyawoz@omamiuda_minoru アクセスしづらい東北三県(岩手、宮城、福島)の市町村サイト

の ミ ラ ー サ イ ト を 一 覧 で 提 供 始 め た サ イ ト が あ り ま し た 。 ご 参 考 ま で に 。 。 

http://cache.iijgio.com/  

2011.03.16 

10:57 

RT @CAjapan: 日本ーニューヨークのフライトでの放射線量は 200 マイクロシーベルト。昨日

東京で観測されたのは普段の数十倍とはいえ僅か 0.8 です。月に 80 時間飛ぶ私たち CA

は、相当な被曝量ですが健康に生活できています。パニックになっている方に伝えましょ

う。落ち着い ...  

2011.03.16 

11:03 

naritankazu@masaki_kito さん、自分の住んでいる札幌でも買い占めが出てます。 みなさ

ん、本当に買い占めは止めましょう。  

2011.03.16 

11:42 

RT @ashikaga_city: 福島県からの避難者に対する救援物資の提供をお願いします。具体

的には、未使用かクリーニング済みの毛布、未使用のバスタオル、未使用の肌着・セータ

ーなど、日常生活用品、保存できる食料品などを市役所 1 階市民ホールまたは各公民館で

お預かりします。  

2011.03.16 

11:53 

ありがとうございます。 RT @TokikoKato: 石油備蓄基地の石油は原油なので使えないそう

です。RT @omamiuda_minoru: RT @TokikoKato: 六カ所村の石油備蓄センターにたくさんあ

るはずです。被災地も近いですから開放するべきだとおもいます  

2011.03.16 

11:59 

ashikaga_city 福島県からの避難者に対する救援物資の提供をお願いします。具体的には、

未使用かクリーニング済みの毛布、未使用のバスタオル、未使用の肌着・セーターなど、日

常生活用品、保存できる食料品などを市役所1階市民ホールまたは各公民館でお預かりし

ます。 #ashikaga  

2011.03.16 

12:19 

救援車両は既に通ってます RT @hitoshi1148:RT @polepole_master: #ashikaga 市長のお力

で北関東道前倒し開通はできませんか？茨城方面は今朝復旧したようですが、足利、北関

東のインフラ安定化のためにも、関西方面からの物資も届きやすくなります。  

2011.03.16 

12:52 

石油供給能力に係る状況。来週以降、わが国の石油精製能力は震災前の８０％強まで回

復する見込み。石油はなくなりません。備蓄も 3 日分放出することになりました。物流ルート

が確保されれば問題なく供給できます。  

2011.03.16 感 謝 で す 。 市 役 所 １ Ｆ は 夜 7 時 ま で 受 付 け て ま す 。 RT @kuroneko_kuroro: 



13:13 @omamiuda_minoru 質問です。足利市からのツイートを見て、未使用の衣類やタオルなど

を市役所に持って行こうと思っているのですが、本日夜 7 時ごろ(計画停電中)でも受け付け

ていますか？  

2011.03.16 

13:16 

ありがとう。近所の家で割れた瓦や皿などがあれば、ダンボールに集めて頂けると助かり

ます。 RT @touma_07: @omamiuda_minoru 明日学校がお休みなのでなにかボランティア活

動をしたいのですが高校生でもできるボランティアは明日実施されますか？  

2011.03.16 

17:22 

少なくとも計画停電地域は延期すべきです。 @aritayoshifu: 九州の国会議員で反対の人

もいます。 @senkyo_enki:自民党・民主党でも地方、関東の地方議員の人は選挙は延期し

て欲しい人が多くいると思います。 彼らの声を結集したいと思います。#senkyo_enki  

2011.03.16 

17:23 

新たな情報はありません。予定通りと思われます。 RT @0284STYLE: 本日の第三グルー

プ足利市の計画停電はあるのですか？第四グループのあるエリアは午前、午後ともに停

電がありませんでした…何か市長のところに情報があれば教えていただきたいです。  

2011.03.16 

17:29 

感謝！ RT @Shotaro_Cm7: 知り合いからガイガーカウンタを一日だけ借りました。計測した

ところ、3 月 16 日午後 5:15 現在で栃木県足利市における外で１時間当たり、0.20～0.30 マ

イクロシーベルトです。全く問題なしです。  

2011.03.16 

17:58 

避難者の方のお気持ちを察して、未使用品をお願いしています。 RT @horusseye: しっか

り洗ってあるミドルインナーやアウターはダメですか？何かをしたいと思うのですが RT 

@ashikaga_city: 福島県からの避難者に対する救援物資の提供をお願いします。  

2011.03.16 

18:08 

【足利市注力事項】破損家屋へのブルーシートかけ、道路補修、高齢者宅がれき類の回

収、南部清掃工場でのがれき類無料受付、計画停電時間・断水時間・放射線値の広報、避

難者の方の受入れ、避難者の方への救援物資の募集、石油類や食料品類など生活必需

品の物流が円滑に行えるよう国への要請など  

2011.03.16 

18:20 

栃木県では計画停電が行われ、福島方面から避難者の方が多数来られているのに、選挙

どころではないだろう。少なくとも計画停電地域の選挙は 2 ヶ月程度延期すべきだ。枝野官

房長官、宇都宮の実家に実情を聞いて！  

2011.03.16 

18:59 

RT @katswalk: 信号が止まっていると思うので、車の運転は注意してください。 #ashikaga  

2011.03.16 

20:09 

RT @310kakizawa: 統一地方選特例法案のみんなの党案を参院議長に提出。政府は東北

3 県の被災地に限定して統一地方選を延期する方向で、特例法案を明日、衆院本会議で

通してしまう方針。しかし「選挙なんてやってる場合か」が国民の声では。西岡参院議長か

らも異例の賛意  

2011.03.16 

21:38 

3 月 16 日 18 時～19 時宇都宮放射線値は 0.213μSｖ。通常より高めですが、人体には問

題ないレベルです（レントゲン撮影 1 回で 70μSｖ）。従って、明日 17 日も小中学校は通常ど

おり行います。  

2011.03.16 

21:57 

【足利市停電】明日 17 日、足利市内の主な地域は第３グループになりますので、停電時間

は 15 時 20 分から 19 時頃までの 3 時間程度となります。第４グループは 18 時 20 分頃か

ら 22 時頃までの 3 時間となります。詳細は東電ＨＰ。http://bit.ly/eoEkbj #ashikaga  

2011.03.16 東北関東大震災と言ったり、東日本大震災と言ったり、東日本巨大地震と言ったりマスコミ



22:01 によって言い方が異なる。発生当初であれば仕方ないかもしれないが、既に 5 日も経って

いる。そろそろ統一すべきではないか。  

2011.03.16 

22:34 

東北地方太平洋沖地震と言ってるところも！RT @omamiuda_minoru: 東北関東大震災と言

ったり、東日本大震災と言ったり、東日本巨大地震と言ったりマスコミによって言い方が異

なる。発生当初であれば仕方ないかもしれないが、既に 5 日も経っている。そろそろ統一す

べきではないか。  

2011.03.16 

23:10 

iwakiyamaken いわき市議会山本健一です。小名浜港復旧。船による物流を期待したい。帰

りの船には、自力で移動が難しい避難民を乗せて欲しい。船は自己完結。水、食、通信、衛

生あり。このツイートをご覧の船舶関係者、実現してください。いわきの食、燃料、医療は危

機的状態です。#iwaki  

2011.03.17 

08:28 

おおよそ宇都宮と前橋を足して 2 で割った数字くらいです。 正確だと思います。RT 

@Shotaro_Cm7: @omamiuda_minoru 放射線量を計測しました。3/17 午前 7:00 栃木県足利

市、外において、0.18μSv/h でした。  

2011.03.17 

08:51 

0.18 μ Sv/h 。 こ の 数 字 は 問 題 あ り ま せ ん 。  RT @topaz_0: @omamiuda_minoru 

@Shotaro_Cm7 すみません､足利市民なので詳しく教えてください!体に害はありませんか?!  

2011.03.17 

09:24 

マスコミ、特に週刊誌の売らんかな誇張報道には辟易する。「東日本大震災原発溶融戦慄

の放射能汚染」「首都圏メルトダウン」国民の不安心理を煽るのは勘弁してほしい。計測さ

れているデータに基づいて専門家は 20ｋｍから外側であれば屋外に出ても問題ないと話し

ている。  

2011.03.17 

09:28 

枝野官房長官も言っているように問題は風評被害により 20km の外側の方に必要な物資が

届けられないということ。20km より外側でも不要不急であれば「屋内退避」の方がいい。 

RT @KazuhiroSoda: なぜ米政府は米国人を８０キロより外側への退避勧告を出したのです

か？  

2011.03.17 

09:48 

足利市のＨＰではこちらです（県へのリンク）。 http://bit.ly/ehaXQr  RT @jore_noir: 

@omamiuda_minoru 放射線値を知ることも信憑性もわからないので、不安なようです。足利

市の HP に値などを載せていただくことなどは出来ないでしょうか？  

2011.03.17 

09:53 

理解します。映画監督としてマスコミの行き過ぎた商業主義にも警笛をならしてください。 

お願いします。RT @KazuhiroSoda: 僕は「安心」を強調しすぎると逆に危ないと思うのです。

僕は上杉隆に賛成です。お願いします。@omamiuda_minoru  

2011.03.17 

10:03 

すいません。具体的に教えてください。電話でも結構です。ちなみに足利市の放射線値は

問題ないレベルです。 RT @estainless: @omamiuda_minoru @jore_noir 小学校と保育園で

放射能漏れの対策がバラバラです。ぜひ統一をお願いします。  

2011.03.17 

10:19 

栃木県議選。予定通りという報道。計画停電なのに大丈夫なのか。特に期日前投票の対

応が難しい。停電時に投票を受け付けるのか。その際は各公民館に設置するシステムが

機能しないので、様々な懸念が想定される。何より県民のマインドは選挙には向いてない。

県選挙管理委員会には熟慮してほしい。  

2011.03.17 

10:27 

足利市では定点観測をしてません。栃木県では宇都宮。群馬県では前橋。その2点の平均

が凡そ足利の値です。 RT @jore_noir: @omamiuda_minoru 県ではなく、足利市自体の値が



知りたいので市長が Twitter で呟く値を載せていただければ…と思います。  

2011.03.17 

11:59 

足利市で用意した受入れ施設で避難者の方々を激励。既に 31 名の方が入居。全力で支

援する旨約束。  

2011.03.17 

13:17 

【足利市停電】本日 17 日、足利市内の主な地域は第３グループになりますので、停電時間

は 15 時 20 分から 19 時頃までの 3 時間程度となります。第４グループは 18 時 20 分頃か

ら 22 時頃までの 3 時間程度となります。詳細は東電ＨＰ。http://bit.ly/eoEkbj  

2011.03.17 

13:26 

着の身着のままで足利市に来られた避難者の方々と面会。ある夫婦は小さい子供づれ。

ある人は年老いた母親を背中に背負い。またある人は妊娠中とのことで産婦人科へ。状況

は察してあまりある。我々は全力で支えます。どうかご心配なく。#ashikaga  

2011.03.17 

13:52 

足利市では飲料水は全量地下水くみ上げですので心配はいりません。農作物は国レベル

でチェック体制を強化することが大事です。 @KazuhiroSoda: 市長、内部被曝を避けると同

時にその不安を軽減するためには、毎日口にする食料や水の放射線レベルをきちんと測

定する必要があると思う  

2011.03.17 

14:13 

「我々はいかなる犠牲をはらおうとも戦い続ける。そこが海だろうと陸だろうと原野だろうと

市街だろうと……絶対に絶対に屈伏などしない」第二次大 戦のイギリスの名宰相ウィスト

ン・チャーチル。国家的な危機には国民を鼓舞する言葉が必要だ。今それを発すべきは菅

さん、あなたです。  

2011.03.17 

14:24 

どうして円高なんだ？一時的に株安・円安に振れるのであればわかる。どうも投機筋のあ

やしい思惑が見え隠れする。彼らには一国の災害さえ私欲の餌になってしまうのか。 そん

なマネーゲームに屈してはならない。  

2011.03.17 

16:14 

只今足利市停電中です。冷蔵庫は開けなければ 3 時間程度は冷却効果は続きます。ご留

意ください。  

2011.03.17 

19:03 

【足利市布団・毛布急募】避難者の方の受け入れ施設で、布団・毛布の不足が見込まれま

す。まだ未使用もしくはクリーニング済みの布団・毛布がありましたら、市役所１F（午後 7 時

まで）か各公民館（午後 5 時 15 分まで）にご提供くだされば大変助かります(_ _ ) #ashikaga  

2011.03.17 

19:07 

3 月 17 日 15 時～16 時宇都宮放射線値は 0.189μSｖ。通常より高めですが、人体には問

題ないレベルです（レントゲン撮影 1 回で 70μSｖ）。従って、明日 18 日も足利市立小中学

校は通常どおり行います。#ashikaga  

2011.03.17 

22:19 

読了。また、農作物に関しては、流通は多様です。従って国レベルでのチェック体制の強化

が必要です。 RT @KazuhiroSoda: ぜひお読み下さい。「人体に影響はない」とは限らない。

@omamiuda_minoru  

2011.03.17 

22:20 

はい、街灯を点灯数を減らします。 RT @koba_masaaki: 市内を見渡すと街灯が全て灯って

いる地区と所どころ灯っている地区があります。節電が叫ばれるなか全て灯すのは如何な

ものかと思います。行政の判断で街灯の数を必要最低限に減らす事は出来ないのでしょう

か？  

2011.03.17 

22:24 

【足利市停電】明日 18 日、足利市内の主な地域は第３グループになりますので、停電時間

は 12 時 20 分から 16 時頃までの 3 時間程度となります。第４グループは 15 時 20 分頃か

ら 19 時頃までの 3 時間程度となります。詳細は東電ＨＰ。http://bit.ly/eoEkbj  



2011.03.17 

22:40 

農産物の流通は多様。市境に関所は設けられません。 国には強力に働きかけます。RT 

@KazuhiroSoda: 地元でもお願いします。最後の防波堤は各自治体。今こそ地方自治の精

神を発揮して下さい。  

2011.03.17 

22:52 

いやはや、栃木県議会議員選挙は延期せず予定通り 4 月 1 日から（10 日投開票）始まるよ

うだ。県の選挙管理委員会は一体何を考えているんだ。各自治体は避難者の方の受入れ

に大わらわ。停電の影響もある。もっと県民が冷静に選択できる機会をつくるべきだ。2 か

月程度の延期が望ましい。  

2011.03.17 

23:02 

是非協力をお願いします(_ _) http://bit.ly/hsjNwi RT @m_ken34: @omamiuda_minoru 館林

生まれです。館林は新品じゃないとダメだなんてツイートを見ました。足利さすがです。足利

が正解です。  

2011.03.17 

23:12 

少なくとも計画停電地域はそうすべきなのです。 @tintree179: 福島原発は ing 状態で地震

は終結していません。候補者はガソリン使って選挙カーで凱旋するのでしょうかね。大袈裟

に言えば、人として問題ですな。中止じゃないのだから、延期するぐらいの頭が回っても良

さそうなもんだ。  

2011.03.17 

23:22 

ありがとうございます。RT @yhamada: 【あしかが逸品堂情報】福島県からの避難者への救

援物資の受付を始め、本日早くも沢山の支援物資をお預かりしました。皆様の気持ちを大

切にお届けしたいと思います。受付時間 11：00〜17：00、電話番号 0284-64-9920  

2011.03.17 

23:28 

これは大事。 RT @310kakizawa: 今日は政府に緊急要望を2つ行なった。「東北地方・太平

洋沖地震の被災者の移送に関する緊急要望」http://bit.ly/e3iipi 「福島第一原発周辺の

避難指示に関する緊急要望」http://bit.ly/i2mr98  

2011.03.17 

23:31 

いいえ 19 日、20 日、21 日の 3 日間は受け付けてます。 http://bit.ly/hsjNwi RT 

@tamechiki77: @omamiuda_minoru 救援物資の受け付けは市役所や公民館がやっている

平日のみですか？？  

2011.03.17 

23:46 

#ashikaga を見て感動した。みんな大事なツイート『避難者への支援のお願い』はリツートし

て情報共有してくれてる。だから物資も続々と集まってる。その気持ちをしっかりと彼らに伝

えます。ありがとうございます。  

2011.03.18 

09:34 

asahi_fukushima「避難している住民が戻ってこられるようになるまで、ここを出てはいけな

い」。そう言って福島第１原発で復旧作業を続けている東電社員がいます。しかし、家族に

は辛い。極限の仕事場の記事です→http://bit.ly/dMwbi7  

2011.03.18 

10:42 

ashikaga_city 東京電力への電話が大変繋がりにくい状況を受け、足利市として計画停電の

問い合わせ専用電話を設けました。【電話番号（4 回線）】：0284-22-0391・0393・0394・0395 

#ashikaga  

2011.03.18 

13:17 

だから農作物は国家レベルの対応なのです。足利市は市民のため、避難者のため今すぐ

やらなければならないことに全力投球しています。 そしてもちろん次のことも考えてます。 

RT @KazuhiroSoda: 市長、ご覧下さい「一週間で日本全国の土壌や農作物が汚染され

る。」  

2011.03.18 

13:42 

続々と支援物資が足利市役所に集まってきてます。市民の皆様本当にありがとうございま

す。また、ガソリン不足ではご迷惑をおかけしてます。週開けには改善する見込みのようで



すが、こういう時は「うばい合えば足らぬ。分け合えばあまる」の精神でいきましょう！  

2011.03.18 

13:58 

感謝です！ RT @ABEKOTSU: @omamiuda_minoru 先程、足利尊氏公マラソン大会実行委

員会より足利のみず、お茶ペットボトル 10 ケース北郷公民館へお届けしてきました。  

2011.03.18 

16:40 

頑張りましょう！ RT @r_y_y_papa_mama: 市長こうゆう時だからこそいつも以上に頑張りまし

ょ う ！ ！ 足 利 か ら 沢 山 被 災 者 に 協 力 出 来 れ ば い い で す ね r_y_y_papa_mama 

@omamiuda_minoru #ashikaga  

2011.03.18 

16:53 

【（再掲）足利市布団急募】避難者の方の受け入れ施設で、布団の不足が見込まれます。

まだ未使用もしくはクリーニング済みの布団がありましたら、市役所１F（午後7 時まで）か各

公民館（午後 5 時 15 分まで）にご提供くだされば大変助かります(_ _ ) 連休中でもＯＫ。

#ashikaga  

2011.03.18 

17:25 

今日の両毛新聞に「放射線測定に関して足利市はまだしない」という記事が出てますので

誤解のないように説明します。この測定に関しては栃木県が宇都宮と那須で行っていま

す。最近小山、真岡、日光が追加されました。足利は、宇都宮と前橋のデータがあれば安

全性は計れます。現在、問題はありません。  

2011.03.18 

18:38 

明日は北関東自動車道全線開通の日。記念すべき日ではあるが、なかなかそんな気持ち

にはなれない。ちなみに明日は昼 12 時より全線開通。東北道を経れば宇都宮ＩＣまでも通

行できる。#ashikaga  

2011.03.18 

18:51 

明日は宇都宮まで行けますよ。 RT @makie_nakaya: @omamiuda_minoru 北関道使っても、

今はまだ東北道が一般車は走れないですよね？  

2011.03.18 

19:14 

ありがと！ RT @rumix63: @topaz_0 そんなのスルーしちゃってください！市長のﾂｲｰﾄにか

なり助けられてますし、さらに私がﾘﾂｲｰﾄしてますがみんな「助かる♪」って言ってくれてま

す。  

2011.03.18 

19:25 

そのような場合は、市役所１Ｆ社会福祉課で承ります。よろしくお願いします。 RT @zubio: 

今日、初めて福島から避難して来られた方が来店。足利市役所で避難所や住宅の案内を

しているとお伝えしたのですが、今後避難されてきた方に正確な詳細情報を伝えたいので

HP に載せて頂きたいです。  

2011.03.18 

19:39 

【足利市停電】明日 19 日、市内の停電はない見込みです。万一ある場合、第３グループに

なりますので、停電時間は 9 時 20 分から 13 時の間の 3 時間程度となります。第４グルー

プは 12 時 20 分から 16 時の間の 3 時間程度となります。詳 細は東電ＨＰ。

http://bit.ly/eoEkbj  

2011.03.18 

20:43 

働きかけます。 RT @aaimmiaa: 計画停電により両毛線が運休になり困っております。東武

線は、朝１本、１８時以降運行するなど通勤する方たちに対してベストを尽くしているのです

が、足利駅は一人も駅員がいなくシャッターがしまってます。せめてバスで臨時運行などの

実施はないのか。  

2011.03.18 

20:45 

明日 12 時より走れます。足利 IC から東京も宇都宮も行けます。そう聞いてます。 RT 

@makie_nakaya:報道と違うのですか？北関も走れるのですか？東京方面には行けないで

すよね…http://bit.ly/hYCNKt #ashikaga  

2011.03.19 ガソリンでは大変ご迷惑をおかけしてます。国家統制の民間備蓄 3 日分が既に放出、製油



09:10 所の機能も約 8 割回復、北関東道全線開通、東北道は宇都宮まで通行可という状況を踏

まえれば、足利市の需給関係は来週以降改善される見込みです。どうぞ冷静な対応をお

願い申しあげます。#ashikaga  

2011.03.19 

09:17 

現在、リツイートによる沢山のお問い合わせを頂いております。恐縮ですが全てにお答えで

きません。また、多くは私の過去のツイートをお読みいただければ入手できます（修正があ

る場合はタイムリーに発信します）。お手数ですが、そちらをご参照くださいます様よろしくお

願い申し上げます。  

2011.03.19 

09:23 

shimotsuke_np【全県】放射線量（１９日午前８時、栃木県発表。単位はすべてマイクロシー

ベルト／時）宇都宮０．１５６、那須０．９６、日光０．８７、真岡０．０８、小山０．１１、県「健康

に影響することはありません」 #tochigi #shimotsuke  

2011.03.19 

09:31 

RT @shimotsuke_np: 【全県】放射線量（１９日午前８時、栃木県発表。単位はすべてマイク

ロシーベルト／時）宇都宮０．１５６、那須０．９６、日光０．８７、真岡０．０８、小山０．１１、県

「健康に影響することはありません」 #tochigi #ashikaga  

2011.03.19 

15:35 

福島原発 3 号機への放水の効果がでているのでしょうか。県内各測定地の放射線値が

徐々に減少しています。がんばれ東電、自衛隊、消防！  

2011.03.19 

15:42 

足利市内ＧＳ経営者によると、取引のある高崎のガソリンステーションにはタンクローリー

が到着しているとのこと。皆さん、あと少しの辛抱です。  

2011.03.19 

15:47 

足利市の避難施設を訪問したところ、ガッツの会の前原さんらが希望される全ての避難者

の方々にボランティアでマッサージをされていた。すばやい対応感謝です(_ _) #ashikaga  

2011.03.19 

16:07 

感謝！ RT @tubooshi: 避難されて来ている方々と直接、話をすることができ、自分達はま

だまだ幸せと感じました、やれることを全力でサポートさせていただきます、頑張れみなさん 

@omamiuda_minoru ボランティアでマッサージをされていた。#ashikaga  

2011.03.19 

17:13 

team_nakagawa 子供たちは、大人よりミルクを飲みますし、放射線による発がんが起こりや

すい傾向があるため、小児の甲状腺がんがチェルノブイリで増えたのでしょう。ただし、

I-131 の半減期は約 8 日です。長期間、放射性ヨウ素を含む牛乳のことを心配する必要は

ありません。  

2011.03.19 

17:13 

team_nakagawaI-131 は、ベータ線を出しながら、“キセノン”に変わっていきます。（ベータ崩

壊）8 日が半減期ですから、I-131 の量は 8 日で半分、1 ヶ月で１／１６と減っていきます。3

ヶ月もすると、ほぼゼロになってしまいますから、「牛乳問題」も“期間限定”です。  

2011.03.19 

17:51 

そもそも電話で済ます話ではない。@Tanigaki_S: 菅さんから入閣要請がありましたが、あま

りにも唐突な申し出であり、すでに与野党の協力体制ができており、今は体制をいじるので

はなく、一刻も早く震災、原発対応を全力で進めることであり、我々は引き続き閣外から全

面協力をする旨返事。  

2011.03.19 

17:55 

足利市役所に続々と支援物資や義援金が。市民の善意の輪が広がっている。市職員も懸

命。副市長以下ずごい結束力。他の自治体もきっとそう。この難局を乗り越えれば、いい街

になる。いい国になる。そう確信。がんばろー！  

2011.03.19 

18:50 

RT @ashikaga_city: 明日、3 月 20 日(日曜日）の計画停電は、実施されません。(東京電力

発表） #ashikaga  



2011.03.19 

23:38 

おめでとうございます！ ！！RT @futabatyou: @omamiuda_minoru 15 日に福島双葉で被災

し足利に避難している義姉が本日無事に２番目の子を出産しました。そのほかの家族は現

在名草の避難所におりますが、足利市の対応に大変感謝しておりました。#ashikaga  

2011.03.19 

23:42 

少し水を出すと直ります。こちらもそうでした。続くようでしたら市水道部工務課(20-2222)ま

でご連絡ください。 @ekubo824: @omamiuda_minoru 足利市の水道は異常ありませんか？

お風呂の水が泥まじりなのか褐色です。こちら弥生町です。#ashikaga  

2011.03.20 

12:14 

3 月 20 日 09 時～10 時、宇都宮の放射線値は 0.139μSｖ。前橋は 0.071μSｖ。値は徐々に

下がっています。人体には問題ないレベルです（レントゲン撮影 1 回で 70μSｖ）。#ashikaga 

2011.03.20 

13:47 

栃木県選挙管理委員会にもそれを言っているのです。 RT @t_ishin: 選挙をやるなら、ちゃ

んと選挙をやる。権力を作り上げる作業をしっかりとやる。もし、権力を作り上げる作業をし

っかりとできないなら、選挙は止める。どちらかの選択です。そして今の日本の状況を見る

と、後者。  

2011.03.20 

14:07 

masaki_kito たまには意見が一致しますね。選挙が始まるとＴＷＥＥＴもできなくなります。被

災者が欲しい情報発信力も低下します。@t_ishin 今選挙をやっている場合じゃない。被災

地では延期となりましたがこれは全国他の地域も同じ・地方選挙をどう考えているのだろう

か？・地方選を軽く見ている証です。  

2011.03.20 

15:35 

「アエラを見てびっくり」ブログに書きました。http://bit.ly/fCeMXK  

2011.03.20 

16:11 

足利市田中町の 14 階建ての旧雇用促進住宅。すっかり空いてますので被災者の方のた

めに活用できないかというご指摘を多数頂きますが、既にこの建物は国の方で民間に売却

済みです。市としては他の公共施設を開放し、現在できる限りのサポートをさせて頂いてお

ります。#ashikaga  

2011.03.20 

16:26 

違います。国の外郭団体の所有です。 長期的になる場合、被災者のための活用を働きか

けます。@39nekojyarashi: 葉鹿南町も同様ですか？ @omamiuda_minoru 足利市田中町の

14 階建ての旧雇用促進住宅。この建物は国の方で民間に売却済みです。#ashikaga  

2011.03.20 

16:27 

引き続き働きかけます。 RT @aiurara: 依然ガソリン供給が困難な中、市外への通勤通学

のため両毛線の全運休は見直しをお願いしたいです。朝晩の運行だけでも様々な改善が

見込まれると思います。更なる働きかけをお願い致します。#ashikaga  

2011.03.20 

16:29 

RT @AERAnetjp: 編集部では今回いただいたご意見を真摯に受け止め、今後とも、様々な

角度から全力を挙げて震災報道を続けていく所存です。最後になりましたが、被災者、関

係者のみなさまには心よりお見舞い申し上げます。  

2011.03.20 

16:29 

RT @AERAnetjp: ＡＥＲＡ今週号の表紙及び広告などに対して、ご批判、ご意見をいただい

ています。編集部に恐怖心を煽る意図はなく、福島第一原発の事故の深刻さを伝える意図

で写真や見出しを掲載しましたが、ご不快な思いをされた方には心よりお詫び申し上げま

す。（続く）  

2011.03.20 

17:08 

放射線値も問題なし。本日は足利市対策本部から戻ります。  

2011.03.20 RT @ashikaga_city: 【3 月 21 日(月)の計画停電】◆第 4 グループ（6:20〜、13:50〜）＝実施さ



18:53 れません。◆第 3 グループ（18:20〜）＝天候に伴う電気使用量の変化などを考慮したうえ

で、明日（21 日）発表するとのことです。【東京電力発表】#ashikaga  

2011.03.20 

19:13 

RT @konotarogomame: ガソリン続報。関東。三連休に西日本の製油所から５.６万ｋｌを関東

に転送。さらに関東地区の製油所の在庫を三連休に２.８万ｋｌを取り崩し。１６１ヵ所の拠点

ＳＳを明日にも拡大。  

2011.03.21 

11:26 

【足利市停電】東電によると本日 21 日午後 6 時 20 分から予定していました足利市第３グル

ープの計画停電は行わないとのことです。従いまして、第４グループも含め本日の足利市

の計画停電はありません。#ashikaga  

2011.03.21 

13:52 

電力不足、ガソリン不足、両毛線不通、被災者支援、放射線対策。そんな中で選挙でき

る？街宣カーは自粛しますって、どこで政策を訴えればいい？投票日が計画停電になった

ら？期間中関東地区一斉に停電をやめる保証はある？システムが機能しなければ期日前

投票の対応も大変。現実的に判断してほしい。  

2011.03.21 

19:06 

RT @ashikaga_city: 【東京電力発表】 3 月 22 日(火)の計画停電は、予定通り実施されま

す。／◆第 3 グループ＝15 時 20 分〜19 時 00 分（予定）／◆第 4 グループ＝18 時 20 分

〜22 時 00 分（予定）／詳しくは→http://bit.ly/dNcmbK  

2011.03.21 

19:32 

感謝です！ 廃校活用、足利では既にやってますよ～。RT @gagwap: 市長！お疲れ様で

す！私も子供達も募金をしてきました！少しでも役に立てればと節電をしてます！避難民

の皆さんには廃校になっている所がいいんじゃないですか？確かどこかの県がやってる!?

どうかな〜？  

2011.03.21 

20:55 

3 月 21 日 18 時～19 時、宇都宮の放射線値は 0.156μSｖ。前橋は 0.088μSｖ。人体には問

題ないレベルです（レントゲン撮影 1 回で 70μSｖ）。従って明日 22 日も通常通り、足利市立

小中学校は行います。 #ashikaga  

2011.03.21 

22:18 

masason ネットで心が失われたという大人が多い。そんな大人達にネットで飛躍的に拡大さ

れている善意の輪を見て欲しい。  

2011.03.21 

22:29 

masasonTwitter を批難や傷付けに使う人と、賞賛や助け合いに使う人がいる。 得するの

も損するのも自分自身。  

2011.03.22 

09:26 

栃木県の県立高校が休校になっているのは、ＪＲや東武などの運休によるものです。放射

線値が理由ではありません（実際、問題ないレベルです）。ちなみに、学校の損壊などの場

合を除く県内の小中学校は通常どおりです。@enyuki1969  

2011.03.22 

10:54 

本日 22 日の足利市立小中学校の給食。栃木県産のホウレン草とかき菜は使用しません。

ちなみに本日の菜っ葉類は九州産です。牛乳に関しては 20 日栃木県で採取したデータで

セシウムは検出せず、ヨウ素は規制値を大幅に下回っていますので、問題なしと判断しま

した。#ashikaga  

2011.03.22 

11:11 

はい、水道水については只今検査中です。早ければ明日結果が出ます。 RT @trans_lol: 

@omamiuda_minoru 水は地下水で安全と言いますが、その数値と言うのは公表していない

のでしょうか？雨が降った以上、地下水でも気になりますので…  

2011.03.22 

12:10 

給食に出ている両毛牛乳。昨日会社独自に検査した値も問題なしです。 @c_o_n_t_r_o_l: 子

を持つ親の1番気になっていた情報かと。ありがとうございます。 @omamiuda_minoru 本日



22 日の足利市立小中学校の給食。栃木県産のホウレン草とかき菜は使用しません。  

2011.03.22 

14:40 

片山総務大臣。民主党栃木県連も選挙延期を提起してます。これが栃木県内の民意だと

私も思います。身内からの声にどう応えるのでしょうか？  

2011.03.22 

15:09 

早速、浦安市に連絡します。 RT @space1_watanabe: 洪水対策で足利市に土のう袋ありま

せんか？⇒3/4 が埋立地の浦安市は、液状化による土砂がまだ完全に除去しきれていま

せん。土のう袋が不足しているので支援をお願いします。#save_chiba #urayasu  

2011.03.22 

15:33 

本日は栃木県として、いちご、トマト、ニラ、レタスのサンプリング調査をしています。結果は

速やかに報告します。空気中であれ、農産物であれ、今後とも情報を正確にお伝えするよ

うに努めます。また仮に基準値を超えるような状況があれば、国の補償のもとの出荷停止

など適切に対応します。  

2011.03.22 

15:42 

千葉県の松崎浦安市長と電話会談。浦安市はほとんどが埋立地。地震による液状化現象

は、阪神大震災時の神戸の海岸線のようだそう。土のう袋が足らないとのこと。早速、足利

市の在庫の半分、５００枚を今日中に発送する事に。  

2011.03.22 

16:31 

水道は特に大事です。足利市として定期的な検査をお約束します。 RT @hoshi_chi: 

@omamiuda_minoru 日々の報道で神経質になり過ぎだとは思いますが、水道水からも放射

能が検出されたと言う事でとても不安です。毎日水質検査は可能ではないのでしょうか？  

2011.03.22 

17:11 

計画停電が産業に及ぼす影響をヒヤリング。毎日 3 時間づつ停電するのは、企業からすれ

ば非効率。このままだと国際競争力にも跳ね返ってしまう。電源はほしいが原発は造れな

い。大変な命題を背負ってしまった。考え方を根本から見直す必要性がある。では自治体

として何ができるのか。しばし沈思黙考。  

2011.03.22 

22:45 

RT @masaki_kito: これでも選挙を実施する不合理：浦安市によると、同日時点で市内の約

４千戸が断水し、約６千戸のガスが停止。ライフライン復旧のめどが立たず４月１０日に投

開票予定の県議選と同２４日に投開票予定の市議選の実施が困難。#senkyo_enki  

2011.03.23 

09:12 

本日 23 日の足利市第 3 グループ計画停電は 12 時 20 分より、第 4 グループは 15 時 20

分より行われる見込みです（行われない可能性もあります）。 RT @mote623: 午後からの

第３グループの詳細がわかりましたツイートしてください。 #ashikaga  

2011.03.23 

09:20 

今日は足利市議会 3 月定例議会最終日。計画停電と議場損壊の影響により、異例の全員

協議会室での審議となります。来年度予算と今年度補正予算が決まります。また、最終日

に合わせて足利市役所の定期異動人事も発表します。#ashikaga  

2011.03.23 

09:23 

また、計画停電が行われる場合、足利市内小中学校あてに停電時間は避けて下校させる

ようお願いしました。#ashikaga  

2011.03.23 

09:29 

そうです。停電中は信号が灯きません。 RT @ayumu_oh: 信号機の稼働等の、安全面の配

慮でしょうか？ RT @omamiuda_minoru: また、計画停電が行われる場合、足利市内小中学

校あてに停電時間は避けて下校させるようお願いしました。#ashikaga  

2011.03.23 

09:33 

はい、それを考えての対応です。 RT @enyuki1969: @omamiuda_minoru ん？今日は停電

中に下校になるような…  

2011.03.23 

09:59 

両毛線が運休となったまま。4 月以降も続く見込みという話まであります。これは看過できま

せん。両毛線沿線の首長の連名で、まずは朝夕のダイヤだけでも運転するよう要望書をＪ



Ｒに提出します。#ashikaga  

2011.03.23 

10:11 

足利第３グループ停電なしとのこと。従って富田小中を除く各校の下校は通常どおりとしま

す。でも、もっとなんとかならないでしょうか東電さん。。。@OfficialTEPCO: ■■計画停電

■■ 本日の第３グループ（12:20～16:00）の計画停電は実施いたしません。#ashikaga  

2011.03.23 

11:55 

ガンバロー！RT @tatamiya0221: 頑張ろう日本！頑張ろう足利！災害復興を組織的に始

めました。女性用ショーツ５千枚下着３千枚私の古い友人の社長さんの善意で頂きまし

た！早速、被災地に送ります。  

2011.03.23 

13:17 

はい、早速しました。 RT @mic_ueyama: 官邸災害情報@Kantei_Saigaiをフォローしておられ

るのでしたら、総務省行政管理局電子政府グループ@eGovJapan もお勧めいたします。関

連情報を広くフォローしております。御参考まで。  

2011.03.23 

13:38 

RT @asahi_tochigi: 東電栃木支店より情報 1330 時点。本日 23 日午後の第 4 グループは停

電を実施する方針。 #tochigi #ashikaga  

2011.03.23 

13:45 

足利観光大使の三遊亭歌橘さんから、避難されている被災者の皆様に落語を楽しんで頂

きたいとの申し出。早速調整させていただき、28 日午後 1 時名草セミナーハウスと決まっ

た。ありがとうございます(_ _)  

2011.03.23 

18:20 

space1_watanabe『被災者の方に空室を使ってもらいたい』と大家さまの申し出がありました

【足利市大前町 1K（27 平米）１年間、家賃・共益費 無料です】でご利用いただけます。一

時的なご利用でも可。スペースワンまでご連絡を info@space1.co.jp  0284-62-7070 

#ashikaga  

2011.03.23 

18:56 

ashikaga_city【東京電力発表】 明日、3 月 24 日（木）の計画停電は、第 3・第 4 グループとも

実施しません。第 3 グループの 2 巡目の停電もありません。 #ashikaga  

2011.03.23 

18:57 

両毛線が走れない理由がわかった。高崎から小山までエリアごとに東電が振り分けた１～

５のグループに入っている。従って、高崎～小山間で電車を走らせることができないとのこ

と。これだと東電が計画停電をしている限り、電車が走れないことになる。電気の安定供給

が急務！東電さんなんとかして！  

2011.03.23 

19:08 

足利市の水道水は安全です。市内 4 箇所（小俣、大前、今福、中川）で採取した水の検査

結果がでました。いずれも規制値の 20 分の 1～30 分の 1 以下です。どうぞご安心ください。

これからしばらくは水質検査を週一度のペースで行っていきます。#ashikaga  

2011.03.23 

19:20 

足利市の水質検査。小俣町、大前町、今福町、中川町の採取地順に数字を記します。【ヨ

ウ素 131】＝10.7,11.9,8.5,10.8（規制値は 300）【セシウム 137】＝4.7,4.0,2.7,4.2（規制値は

200）。測定器はゲルマニウム半導体測定装置を使用。#ashikaga  

2011.03.23 

19:25 

本日、両毛線の全線運転の要望書を両毛線沿線の自治体首長の連名でＪＲ側に提出。原

因は東電の計画停電と判明。その後東電に対し強力に要望。ほんとこれ何とかしないと通

勤通学で使っている人の死活問題になる。両毛線の沿線自治体で力を合わせて働きかけ

ます！  

2011.03.23 

19:29 

他のＪＲ路線や東武線が運行しているのは、東京など停電していないところから電力を引

いているから。であれば両毛線に関してもどこかから引いてくればいいではないか、と素人

は考えてしまう。色んな疑問をぶつけながら、運行実現をなんとか！  



2011.03.23 

19:40 

ＪＲによると高崎から伊勢崎までは走っている。それでも多くて 1 時間に 1 本。踏切にはＪＲ

職員が張り付き。これを沿線全部の踏切に配置するのは無理とのこと。やはり電車路線に

関しては計画停電の適用外にしていただかないと。#ashikaga  

2011.03.23 

20:00 

東京都金町浄水場は河川の表流水を利用。足利市は地下水を利用。その点が違います。

先ほど記しましたように数字も全く問題ありません。ただ念のため今週 25 日も採取して、つ

くば市の民間研究所に運び、土日をはさんで 28 日に結果を頂き、市民に皆様に速やかに

報告します。#ashikaga  

2011.03.23 

22:06 

sogatakato栃木県佐野市水道局HPより引用『本市独自に水道水の環境放射能を測定した

結果・放射性ヨウ素(ヨウ素 131):暫定基準値は 300Bq/kg ですが、測定結果は検出限界未

満(※)。・放射性セシウム(セシウム 137):暫定基準値は… (cont) http://deck.ly/̃i07CX  

2011.03.23 

23:13 

昨日 22 日です。 RT @kaigoro777: いつ採取した水ですか？RT @omamiuda_minoru 足利

市の水質検査。小俣町、大前町、今福町、中川町の採取地順に数字を記します。【ヨウ素 

131】＝10.7,11.9,8.5,10.8（規制値は 300）#ashikaga  

2011.03.23 

23:23 

みんなの党の栃木県議会議員選挙候補予定者「つるがい だいすけ」氏の総決起大会が

明日足利市民プラザで行われる予定でしたが、東日本大震災という未曽有の災害を鑑み

中止となった旨連絡がありました。新聞紙上では選挙カー自粛という話がでていますが、や

はり選挙自体延期すべきだと思います。  

2011.03.23 

23:32 

頑張ります！情報タイムリーにお伝えします！RT @trans_lol: 市長の声が近くから聞こえる

感じがして、きっと皆さん心強いと思います。頑張ってください！  

2011.03.24 

12:05 

市民からの関心が高いので、わたらせＴＶを通して足利市の放射線値をより具体的に報告

することに。結論から言えば、大気、水道、農産物（イチゴ、トマト、ニラ、ネギ）、そして牛

乳、全く問題ありません。#ashikaga  

2011.03.24 

13:16 

ご安心を。市のＨＰやツイッターや私のツイッターで発信している情報と中身は同じです(^ ^) 

RT @hoshi_chi: @omamiuda_minoru 我が家は、わたらせＴＶみれないのですが･･･#ashikaga  

2011.03.24 

13:18 

昨日の検査結果では問題なしです。 RT @ninop0: @omamiuda_minoru 栃木産のいちごも

安全ということですか？？#ashikaga  

2011.03.24 

14:48 

未曾有の国難の時に国会で与野党が政策論争している場合ではない。やはり期間限定大

連立が望ましいと思う。そのためには与党が子ども手当と高速無料化で大幅譲歩して野党

の政権参画を求め、強力な政権が災害復旧を徹底的に行うべき。その後、懸案事項の議

論をすればいい。危機対応にはスピードが必要。  

2011.03.24 

16:22 

足利市も簡易計測器で大気中の放射線値を計ることにしました。より正確なデータは宇都

宮と前橋におけるそれぞれの県のデータとなりますが、ぜひ参考にしていただければと思

います(_ _) #ashikaga http://bit.ly/f5ZbMa  

2011.03.24 

21:05 

RT @OfficialTEPCO: ■■計画停電■■２０時２７分、本日の計画停電は終了いたしまし

た。ご協力、誠にありがとうございます。明日（３月２５日）は、第２Ｇ（18:20～22:00）以外の

計画停電は実施しません。第２Ｇについては、明日の正午を目途にお知らせいたします。  

2011.03.25 

10:19 

民主党には困った。子ども手当の事。法案を取り下げないという。この国難の時に、ばらま

き政策に固執すべきではない。そのお金は復興対策にあてるべき。善意に解釈すれば、月



末の期限に向け水面下で与野党の鞘当てが行われていると見るべきか。もっと思いを被災

者の方に向けよう。自ずと答えは出る。  

2011.03.25 

10:31 

自民党も野党としての政権批判だけではこの国難の時に支持は広がらない。腹を決めて

期間限定大連立で災害復興にスピーディに取り組む姿勢をより鮮明にすべき。これも善意

に解釈すれば、既に水面下で水脈が合流しているかもしれない。国政が今何をなさなけれ

ばならないか。答えは自明なのだから。  

2011.03.25 

12:30 

mutuki_sns[愛とお薬を被災地に届けたい]大橋町の足利市民活動センターで支援物資とし

て市販薬の受付をしているそうです。 風邪薬、頭痛薬、胃腸薬、湿布など未使用品に限り

ます。宮城県南三陸町へ届けられるそうですので余っていたら是非！詳しくは 44-7311 同

センターまで。 #ashikaga  

2011.03.25 

12:56 

work_ashikaga 民主党支持者でも、子ども手当が今この事態においても必要なのか疑問が

残る！被災地、被災者支援を全力で行って欲しい。RT @omamiuda_minoru: 民主党には困

った。子ども手当の事。法案を取り下げないという。この国難の時に、ばらまき政策に固執

すべきではない。  

2011.03.25 

13:55 

情報感謝です！ RT @Favorite_CHIE: @omamiuda_minoru 計画停電の細分化が発表され

ました！貼らせて頂きます。http://bit.ly/gLtWZg #ashikaga  

2011.03.25 

16:01 

【がれき類受入延長】足利市南部クリーンセンターでのがれき類無料受入期間を 5 月 31 日

まで延長することにしました。日曜日を除く毎日 8 時 30 分～12 時、13 時～16 時 45 分まで。

対象は、足利市内で今回の震災により発生したがれき類のみです。#ashikaga  

2011.03.25 

17:36 

足利市における県議選の争点？ひとつは間違いなく渡良瀬川の堤防から２ｍ以上も切り

下がってる中橋の架け替え問題です。今回の津波による被害を見て、市として管理してい

る栃木県に一層働きかける必要性を痛感しました。県議選で候補者がこれについてどう語

るか。私はそういう視点からも注目してます。  

2011.03.25 

18:22 

ashikaga_city【東京電力発表】 計画停電のグループが細分化されました。3 月 26 日（土）

以降は、次のグループの停電予定時間をご覧ください。（旧）第 3 グループ⇒【新】第 3-A グ

ループ、（旧）第 4 グループ⇒【新】第 4-A グループ #ashikaga  

2011.03.25 

18:38 

今日の 14 時～15 時の放射線値。宇都宮 0.122μSv,前橋 0.08μSv,足利 0.08μSv（簡易測

定）。胸部レントゲン 1 回当りの被爆量は 70μSv ですから全く問題ありません。#ashikaga  

2011.03.26 

13:18 

足利市民の皆様に、YOU TUBE でも足利市内の各種放射線値等に関する市長としてのメッ

セ ー ジ を 送 ら せ て い た だ い て ま す （ デ ー タは 3 月 24 日 時 点 で の 数 字 で す ） 。

http://bit.ly/dOOmuC #ashikaga  

2011.03.26 

15:18 

足利市の水質検査二回目。昨日金曜日採取して結果は来週月曜日の予定でしたが、つく

ば市の民間検査機関に依頼が集中してるため火曜日になるそうです。  

2011.03.27 

13:19 

本日日曜日、渡辺よしみ代議士が足利のみんなの党県議会候補予定者の事務所に。この

金曜日から始まる県議選は本来延期すべきなのに栃木県は何考えてんだ！とご立腹。だ

から県政は変えなければならないとも。これから県南の被災状況も視察する予定とのこと 

http://bit.ly/frFcJj  

2011.03.28 【足利市停電】本日 28 日は、足利市内の大半が属する第 3 グループ A の停電はありませ



09:30 ん。富田地区が属する第４グループ A は午後 3 時 20 分から午後 7 時までの予定です（中

止の可能性もあります）。#ashikaga  

2011.03.28 

11:51 

明後日 30 日午前 6 時より 8 時半まで、東武足利市駅にて足利市として災害復興義援金の

街頭募金活動を行います。#ashikaga  

2011.03.28 

12:36 

足利市第 4 グループ停電はなしだそうです。従いまして本日は市内全域、停電はありませ

ん。  

2011.03.28 

15:25 

本日、足利観光大使三遊亭歌橘師匠が、名草セミナーハウス等で被災者の方に落語を披

露してくださっている。ル・クールさん達もボランティアでお手伝いされていた。善意の輪が

広がっている。本当にありがとうございます。#ashikaga  

2011.03.28 

15:38 

せっかくなので歌橘師匠に明後日 30 日の朝 6 時から 8 時半までの東武駅前の募金活動の

ご案内を申し上げたが、残念ながら日程上難しいとの事。もう一人の観光大使勝俣かっち

ゃんにも連絡したところ、休みなのでなんとかなると思うとのこと。ありがたい。二人の観光

大使に感謝！#ashikaga  

2011.03.28 

15:43 

【両毛線運行再開情報】ＪＲによりますと、高崎～桐生間は 3 月 30 日、高崎～小山間は 3

月 31 日に運行再開のメドがついたようです。運行本数は朝夕の通勤通学時間帯が中心。

また場合によっては、高崎～桐生、桐生～小山という折り返し運転もあるようです。

#ashikaga  

2011.03.28 

16:31 

【足利市水道水検査】小俣白髭,大前町,今福町,中川町の順。『ヨウ素１３１（基準値 300）』

0.8,検出せず,検出せず,0.9。『セシウム１３７（基準値 200）』0.1,検出せず,検出せず,検出せ

ず。全く問題ない数字です。来週は 2 箇所に絞って検査する予定です。#ashikaga  

2011.03.28 

21:37 

aritayoshifu「アエラ表紙に抗議、野田秀樹氏が連載降板」。「朝日新聞出版は野田さんの

指摘について「（表紙に）恐怖心を煽る意図はなく、原発事故の深刻さを伝える意図で掲載

しました」としている」。http://goo.gl/tTdfq 煽る意図はなくとも大問題。地獄への道は善意

で敷き詰められている。  

2011.03.28 

21:44 

足利市でもペット連れで避難されたご家族を名草セミナーハウスで受け入れております。 

RT @honeyponta: @omamiuda_minoru ペット連れの避難に関して、是非大豆生田さんの意

見を！  

2011.03.28 

21:57 

検討します。 RT @JunkoEbihara:東電の計画停電に関して地方自治体はお年寄り達のた

めに学校、消防署、その他外部スピーカーを持っている施設等に地域が働きかけ”あと 30

分でこの地域は停電になります”などのアナウンスは出来ないものか？  

2011.03.28 

22:11 

了解です。顧問弁護士に相談してみます。 RT @masaki_kito: 計画停電に対しては、地方

自治体も東電に対する損害賠償を検討していいと思います。@omamiuda_minoru #jishin 

#jisin #genpatsu  

2011.03.29 

11:48 

飲食店が悲鳴を上げています。自粛自粛というやむなき時勢が影響しているのは否めませ

ん。ちょうど歓送迎会の季節でもあり、稼ぎ時なのにと嘆き節が聞こえてきます。我々にで

きる復興支援は全力で行う前提で、そろそろチャリティー歓送迎会とするなどして開催した

方がいい、と私は思います。  

2011.03.29 ashikaga_city【計画停電】 3 月 30 日は〔第 3-A グループ〕〔第 4-A グループ〕とも実施しませ



13:49 ん。（東京電力発表） #ashikaga  

2011.03.29 

15:50 

nikkeionline 日 産 い わ き 工 場 、 ４ 月 に 一 部 操 業  ゴ ー ン 社 長 「 撤 退 せ ず 」 

http://s.nikkei.com/fdpIM1  

2011.03.29 

17:36 

本日、JR 高崎支社長が足利市役所市長室へ。「明後日 31 日の両毛線全線運行再開に向

けて鋭意準備しています。万一遅れたとしても 4 月 1 日の運行は確実です。また定期など

の運休期間の清算は各駅の窓口で対応させていただきます。1 年以内にお願いします」と

のことです。#ashikaga  

2011.03.30 

05:55 

お待ちしてます！ RT @katakuranobu: 大波乱の三月、課題山積で迎える四月。お客様と、

一緒に頑張ってくれる従業員と、家族に感謝。地元の統一地方選挙ではこの感謝の意味

が解る人を応援しています。今朝は定休日を利用し塾頭らと救援募金のお手伝い  

2011.03.30 

09:30 

頼みます(_ _) RT @kawabata_hid:今日、足利市からお預かりした支援物資、お米、カップ麺、

オムツ、下着等を南相馬市と石巻周辺に届けさせて頂きます。まだまだ支援が必要な状態

ではありますが、皆様のご意志をしっかりと届けます。ありがとうございます。#ashikaga  

2011.03.30 

10:23 

東武足利市駅での大震災募金終了しました。人の善意が身にしみました。募金された皆様

そして一緒に参加頂いた、カッちゃん、中山議長はじめ参加者の皆様に心から感謝申し上

げます。 #ashikaga @fumiPOD @tatsuyoshikun  

2011.03.30 

11:26 

ただ、申し訳ありませんがペットは屋内には入れられません。 RT @omamiuda_minoru: 足

利市でもペット連れで避難されたご家族を名草セミナーハウスで受け入れております。 RT 

@honeyponta: ペット連れの避難に関して、是非大豆生田さんの意見を！  

2011.03.30 

13:28 

ashikaga_city【計画停電】 3 月 31 日は〔第 3-A グループ〕〔第 4-A グループ〕とも実施しませ

ん。（東京電力発表） #ashikaga  

2011.03.31 

10:03 

すいません。月曜夕方に既に発表してます。問題なしです。RT @enyuki1969: 火曜に、水

道水の検査結果でたんじゃなかったでしたっけ？検査結果のタイムラグが心配です  

2011.03.31 

11:49 

OfficialTEPCO■■計画停電■■明日（４月１日）の計画停電は実施いたしません。引き続

き、節電へのご協力をよろしくお願いいたします。  

2011.03.31 

11:58 

来る県議選、市議選では期日前投票は足利市役所１Ｆだけとなります。東電による計画停

電の影響で、これまで行ってきた公民館での期日前投票ができなくなるためです（二重投

票を防ぐため等のシステムが作動しない）。ご不便をおかけしますが、どうぞよろしくお願い

申し上げます。#ashikaga  

2011.03.31 

12:59 

なるほど日本企業にはこういう技術もある。http://bit.ly/eQekMF （福島県飯舘村の水道

水から放射性ヨウ素や放射性セシウムなどを除去することに成功）  

2011.03.31 

14:28 

すいません。意味不明です。他自治体も同様な対応をしてます。@higemegane4g:公民館の

期日前投票を重複投票防止のため中止。重複を防ぐなら停電中は投票出来ませんで納得

すると思いますが…市長は県議選で特定の候補を全面的に応援しているそうですね。その

候補の為の対策って事ですよね  

2011.03.31 

15:21 

申し訳ありません。ご迷惑をおかけします(_ _) RT @higemegane4g: 私は休日仕事なので、

いつも近所の公民館で事前に投票していました。市役所に行くには遠すぎます。だから、今

回は投票に行けません。残念です。  



2011.03.31 

23:50 

ご心配なく。対象となる方との話は進んでます。 @koba_masaaki: 地震により足利市に避難

している方の幼稚園や小学校、中学校等の受入れ態勢はどうなっているのでしょう？足利

市としての方針を早めに打ち出して頂ければと思います。困っている人が沢山います。 

#ashikaga  

2011.04.01 

19:08 

統一地方選挙が始まりました。いわゆる選挙カーが自粛され、期日前投票も市役所でしか

できない中で、投票率を向上させるためにどうすればいいか、市としても頭を悩めていま

す。皆さん、主体的政治参加をお願いします<(_ _)>  

2011.04.01 

19:38 

そうですね、これで投票率が過去最高だったら選挙カーはいらないということになります

ね。 RT @incasilver95: 投票率が過去最高になれば、選挙カーは無くなりますか？？？な

らば、みなさん投票に行きましょう！！！  

2011.04.01 

22:42 

します。足利市役所経営管理課(TEL:20-2222)までお願いします。 RT @takaomikamei: 

@omamiuda_minoru 私のアパートの隣にいわきから避難した家族がいます。4 歳と小学生

の子供がいますが、保育所や学校は市でも案内していただけますか？  

2011.04.04 

21:03 

こども課です。 RT @futabatyou: @omamiuda_minoru 双葉町から避難してきた中に、５才と

３歳の子供がいいます。足利市の幼稚園・保育所等の編入に関しての窓口はどこになりま

すか？  

2011.04.04 

21:14 

jw8209 北関開通足利フェスタ『二度とできない大マラソン大会』は東北地方太平洋沖地震

のため中止に。残念だけどしょうがない。大会中止に伴う参加料に関するお知らせ→ 

http://bit.ly/fjLiBa #ashikaga #tochigi #ryomo  

2011.04.05 

08:52 

team_nakagawa 原発から離れた一般市民の方については、被ばくによる影響を心配する必

要は全くありません。東京、埼玉、千葉などはもちろん、福島県に接する各県も同様です。  

2011.04.05 

09:45 

ありますよ～、こちらです。@ashikaga_city RT @kousuke_kun: @omamiuda_minoru 足利市と

して公式アカウントをとってみてはいかがでしょうか？市長さんの情報発信の素早さには頭

が下がります。ありがとうございます。  

2011.04.05 

18:13 

ashikaga_city 地震のため中止とさせていただいた『二度とできない大マラソン大会』の参加

料についての対応を掲載しています。詳しくは→http://bit.ly/fjLiBa 【問合】都市計画課、

Tel：0284-20-2167  

2011.04.06 

10:14 

最近は計画停電が行われてませんが、新学期が 8 日に始まるにあたって、足利市として停

電時の登下校の対応をまとめました。停電時は指導員・保護者に加え教職員も主要交差

点に出て交通指導を行います。下校時刻に停電が終わる場合は、停電終了後に生徒を下

校させるようにします。#ashikaga  

2011.04.06 

10:22 

被災地から足利市に避難されてきた方のご子息の転入学は現時点で 7 名。心のケアも含

め市として学校としてしっかりと対応します。#ashikaga  

2011.04.06 

10:31 

OfficialTEPCO■■計画停電■■いつもありがとうございます。東京電力です。明日（4/7）

も計画停電を実施しないこととなりました。引き続き節電へのご協力、どうぞよろしくお願い

いたします。  

2011.04.06 

10:44 

足利市の期日前投票が好調です。5 日時点で、4 年前と比べて 544 人増の 1,312 人。計画

停電の影響で市役所しかできない（公民館では投票日以外受付不可）にもかかわらず、ま



たこの国難の災害故の自粛ムードの中にもかかわらず、有権者の意識が高いという証左

です。#ashikaga  

2011.04.06 

17:16 

栃木県としての測定を安足地区（佐野市）でも行うことになったからです。こちらをご参照く

ださい。http://bit.ly/hDMlfj RT @atsulow: 足利市の放射線情報のホームページが 4 月 4

日の 9：00 の発表以降更新されないのですが、なぜでしょうか？#ashikaga  

2011.04.07 

10:26 

足利市水道水検査結果。４月４日採取、７日検査分。今福、中川浄水場いずれも検出せず

です。  

2011.04.07 

14:13 

本日時点で、中学生 3 名、小学生 10 名となりました。皆さんを心から歓迎します。 RT 

@omamiuda_minoru: 被災地から足利市に避難されてきた方のご子息の転入学は現時点で

7 名。心のケアも含め市として学校としてしっかりと対応します。#ashikaga  

2011.04.07 

15:16 

今回は連呼連呼は意味がないということに気付く選挙になると思います。 @ttkon: 昨日、

太田市へ行ったら、選挙カーが名前の連呼して走らせていた。 全国的に選挙カーは自粛

だと思っていたのでビックリ。 足利では選挙カーの無駄な連呼は聞いていない  

2011.04.07 

22:54 

【4 月 6 日：栃木県産農産物の放射性物質検査結果】ミズナ、ネギ、ホウレンソウ（ハウス）、

ホウレンソウ（露地）、カキナ、春菊、原乳の計 7 品目１０検体の放射性ヨウ素、放射性セシ

ウムの検査結果は全て暫定規制値を下回りました。安心してお召し上がりください。 

#ashikaga  

2011.04.08 

12:24 

team_nakagawa「放射性ヨウ素について 4/8 まとめ」をブログに UP しましたー＞

http://bit.ly/h8KQkM  

2011.04.08 

12:27 

OfficialTEPCO■■計画停電■■皆さまの節電へのご協力により、今後、計画停電につい

ては「原則実施しない」こととなりました。なお、突発的な電力需要の急増や、設備トラブル

などでやむを得ず計画停電を実施する際は、予めお知らせするよう努力いたします。引き

続き皆さまの節電へのご協力をお願いいたします。  

2011.04.08 

23:12 

栃木県が行った水田土壌中の放射性セシウムの分析結果。県内の土壌中の放射性セシ

ウム濃度は、全ての調査地点で上限値 5000Bq/kg を下回りました。安足地区（佐野市）は

49Bq/kg。計画どおり水稲を作付しても問題ないことが確認されました。#ashikaga #tochigi  

2011.04.09 

13:38 

ikedanob 海外メディアの報道で「大変だ！」と騒ぐ人が多いが、NRC でさえ東電のデータを

「解釈」しているだけ。東電が知らないことを知っているわけではない。まして元記事を読ま

ないでいい加減な和訳サイトを見て、伝言ゲームのようなデマで不安をあおるのはやめて

ほしい。  

2011.04.11 

13:15 

足利市議会議員選挙は４月１７日日曜日からです。投票日は２４日日曜日となります。ま

た、期日前投票に関してですが、先週東電が計画停電を行わないと発表しましたので、選

挙期間中投票受付システムが稼働します。よって、各公民館でも投票ができます。

#ashikaga  

2011.04.11 

17:20 

ashikaga_city 全足利クラブ出身の千葉ロッテマリーンズ・岡田幸文外野手が、明日の開幕

戦からのスタメンに決まりました！暗いニュースを吹き飛ばすような活躍を期待していま

す。頑張れ岡田選手！(公式プロフィール http://bit.ly/hgMAkw) #ashikaga  

2011.04.12 災害から一ヶ月が経過し、市としての対応もルーチンワークになってきましたので、9 日付



11:42 けで私が代表者となっている足利市災害対策本部から副市長を代表者とする足利市災害

対策連絡会に衣替えしました。今後も市としてできる限りの対応をして参ります。 #ashikaga 

2011.04.12 

12:21 

足利市として、既に各種イベント等の自粛を自粛しましょうとお呼びかけしています。被災

地の皆様に元気を提供するためには、我々が元気でなければできません。その意味で、中

止予定のイベントは、チャリティーを冠するなどして、その実施をお願いします。#ashikaga  

2011.04.12 

16:11 

福島第一の原発事故が国際原子力事故評価尺度でチェルノブイリと同じレベル７と評価さ

れる。枝野官房長官は「あのチェルノブイリとは事故の形態も内容も質的に大きく異なる」と

語っているが、それだけでは不十分だ。何がどう違うのか詳細にわたって速やかに説明す

べき。  

2011.04.13 

13:17 

国交省渡良瀬河川事務所長が新任の挨拶で市長室に。早速、県道中橋の架け替えの件

で情報交換。治水対策上、早期架け替えの必要性ありで一致。あの津波を見せられれば

尚更。国と市の両方の立場から、管理者である栃木県に働きかけていくことに。是非、市民

の皆様のご理解とご協力を。#ashikaga  

2011.04.13 

15:00 

はい、私も既に飯舘村長にお伝えしてます。 @jimmbey: 足利市長さんはその会の代表の

はず。@hitoshi1148: 素晴らしい対応です @shimizumasayosi: 朝、飯館村の村長さんに電

話。「現場首長の会」の仲間。考え方のすっきりした方だ。#ashikaga  

2011.04.13 

15:40 

【足利市水道水検査結果】4 月 11 日今福町、中川町採取分。放射性セシウム、放射性ヨウ

素共に不検出です。#ashikaga  

2011.04.13 

19:42 

お恥ずかしい話ですが、今日の学校給食は計画停電メニューでかなりお粗末だったらしい

のです。いやはや、これぞお役所仕事と言われても仕方ありません。もっと柔軟に対応しな

いと。市長としてお詫び申し上げます。明日以降はきちっと直します<(_ _)>  

2011.04.14 

09:17 

本日から通常メニューです。 @kasumindesu: 今月は本日を含め、計画停電メニューが数

日あるようですが改善されるのでしょうか？ @omamiuda_minoru 計画停電メニューでかな

りお粗末だったらしいので  

2011.04.14 

12:51 

すいません。本日の学校給食は通常どおりと記載しましたが、実質的に間に合いませんで

した。重ねてお詫びします。  

2011.04.14 

13:31 

1 週間も前に計画停電が解除になったのがわかっていたのに、この 2 日間の学校給食で計

画停電用のメニューを出したのは、市側の責任です。従いまして、市としてこの 2 日分の学

校給食費に関しては保護者の皆様に返金します（5 月分から引かせていただきます）。

#ashikaga  

2011.04.15 

09:59 

ashikaga_city 延期となっていた『第 2 回全国論語素読の集い』の開催が決定しました。5 月

29 日(日)午後１時 30 分から 史跡足利学校 方丈（ほうじょう）で行われます。詳しくはこち

らへ→http://bit.ly/i0JhpK #ashikaga  

2011.04.15 

14:31 

aritayoshifu 政治家が語ってもいないコメントを本人の発言だとリークし、それが大手新聞に

掲載され、独り歩きをしていく。誰も本人に確認できず、しないから「事実」として広がってい

る。非常時日本にあって政局優先の意図的情報操作はまったくおかしい。  

2011.04.15 

16:01 

ashikaga_city 足利市で設置している計画停電についてのお問い合わせのための専用電話

が、本日 4 月 15 日(金曜日)から、Tel：0284-20-2252（午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分ま



で）に変更になりました。#ashikaga  

2011.04.15 

17:29 

明日は足利農協さんの「がんばってます！足利の野菜フェア」にも出席予定。既に YOU 

TUBE などでも足利産のトマトやいちごを私が食べて安全性をアピールしていますが、風評

被害防止のためさらに市としても力を注いで参ります。#ashikaga  

2011.04.15 

18:22 

shimotsuke_np【全県】環境放射能の調査結果（栃木県発表）＝水道水、空間放射線量率 

http://goo.gl/fb/I64uL #tochigi  

2011.04.15 

21:52 

明日午前９時からのがんばってます足利の野菜フェアは尾名川ライスセンターで行われま

す。 RT @kazuna223: @omamiuda_minoru どこでやるんですか？  

2011.04.16 

07:52 

aritayoshifu どこで政策が決まるのかさっぱりわからない。復興財源を消費増税だとする方

針。現行の５％を１％から３％上乗せするという構想。数年間の時限だというが、本音はそ

のまま延長して社会保障にあてるという狙いもあるという。第一次補正予算の４兆円も、ど

こで決まったのかも不明。組織なき組織の不可解。  

2011.04.16 

16:23 

今回の一件で、教育次長が「市長は給食に特別の思い入れがある」と庁内で檄を飛ばして

いるようですが、食い意地が張っているということではありません。地産地消を前提に「おい

しくてバランスのいい給食をより安く提供するように知恵を出そう」という思い入れです。念

のため。#ashikaga  

2011.04.16 

23:41 

明日から足利市議会議員選挙。市民の皆さん、是非投票に行きましょう。東電が計画停電

をしないと発表してますので、これまでどおり各公民館でも期日前投票は可能です。

#ashikaga  

2011.04.17 

15:31 

足利市議会議員選挙。予定された 31 人の方が出馬。24 人が当選なので激戦模様。やはり

自粛モードで選挙カーは目立たない。その分、候補者個人の熱伝導とこれまで培ったつな

がりがものをいいそうな展開。  

2011.04.22 

11:04 

（H23.4.21 現在）栃木県産野菜の放射能モニタリング調査結果について。４月２０日採取分

の全品目で、放射性セシウム及び放射性ヨウ素について、暫定規制値を下回る結果となり

ました。詳細はこちらです。http://bit.ly/eetp5P #ashikaga #tochigi  

2011.04.22 

22:44 

masason「原発と自然エネルギー」語りました。アーカイブ; http://ustre.am/:XyYd iPhone 

http://ustre.am/:XyYc 資料 http://bit.ly/fYqnkp  

2011.04.22 

22:50 

栃木県内の５つの有料道路（日光宇都宮、宇都宮鹿沼、もみじライン、龍王峡ライン、鬼怒

川有料）は、ゴールデンウイーク期間（４月２９日～５月８日）無料となります。#ashikaga 

#tochigi  

2011.04.24 

19:21 

物によりますがございます。継続して被災地を支援しています。 RT @kazukichi7: 足利市

は物資余ってませんか？@saijotakeo 「ふんばろう東日本」のマッチングで大阪市（民）が

集めた２L の水、9400 本以上はすべて需要のある避難所に送る準備が整っています。  

2011.04.24 

20:25 

yhamada5 月 20 日(金)開催の三遊亭歌橘師匠「第四回ふるさとまちおこし寄席」チラシが出

来上がりました。掲示、配布ご協力頂ける方がいらっしゃいましたら是非ご連絡下さい。今

回はチャリティー寄席、午後 7 時開始となります。 #ashikaga http://p.twipple.jp/N7NrK  

2011.04.26 

16:35 

福島から避難されている方が御礼にと私の似顔絵をプレゼントして下さった。「アシタのアシ

カガにさらなる実りを」と。ありがとうございます。#ashikaga http://p.twipple.jp/9eeT9  



2011.04.27 

16:26 

了解です。 RT @kawabata_hid:先日 Twitter と HP にて足利市が集めて頂いた支援物資、大

変役立っていると石巻のボランティアさんからお話を頂きました。特にガソリンエンジン型の

高圧洗浄機をご支援頂いた方がおり、大変重宝されている様です。市長より皆様にお伝え

頂けますか  

2011.04.27 

17:20 

4 月 25 日足利市今福浄水場にて採取した水道水。放射性ヨウ素及び放射性セシウムの測

定結果は不検出でした。#ashikaga  

2011.04.27 

18:44 

最近はエスカレーターやエレベーターが節電のため止まっています。おかげでよく歩くよう

になりました。健康にもプラスですし、便利が万事良しではないことに気付かされます。ま

た、普通の生活ができることに感謝する気持ちも芽生えました。  

2011.04.28 

14:09 

福島県から避難されて足利市で暮らしている方の上下水道料金を、民間住宅・公営住宅問

わず５月より一年間無料にします。#ashikaga  

2011.04.28 

14:17 

これから栃木県知事に防災上問題のある中橋の早期架け替えを要望してきます（中橋は

栃木県管理のため）。#ashikaga #tochigi  

2011.04.28 

18:23 

罹災証明の確認をして、原則一年間無料とします。#ashikaga RT @space1_watanabe: 実家

が被災地にある足工大学生。仕送り困難な状況です。水道料金無料の対象にならないでし

ょうか？（もしくは減額、納期延長など）ご検討お願いいたします。  

2011.04.28 

18:37 

東 電 に も 電 気 料 に 関 し て 同 様 の 対 応 を 求 め た い で す 。  RT @space1_watanabe: 

@omamiuda_minoru 返信ありがとうございました。ただいま、気仙沼で実家の片付けしてい

るようなので、早速連絡してみます。  

2011.04.29 

17:55 

避難者の方にこんな風に言っていただけるなんて、ボランティアの皆様をはじめ支援してく

ださった皆様、そして市職員の皆様に心より感謝申し上げます。http://bit.ly/lbLP2j 

#ashikaga  

2011.04.30 

16:52 

shimotsuke_np【全県】環境放射能の調査結果（栃木県発表） http://goo.gl/fb/CSFpS  

2011.05.01 

21:13 

J_BOY_825 福島から足利市に避難された方々が避難所から一歩を踏み出しました。その皆

さ ん か ら お 手 紙 と イ ラ ス ト が 足 利 市 長 へ 送 ら れ ま し た 。

http://www.city.ashikaga.tochigi.jp/page/nagusa-present.html  

2011.05.03 

16:55 

定期検査と迅速な情報提供（広報紙、HP、ツイッター、TV 等）に努めます。 RT 

@polepole_master: 小１の娘をもつ親としてお願いがあります。長期化する放射線対策を市

としてどう対応を？市民に正しい知識、情報提供、どう広報していくのか？教えて下さい

#ashikaga  

2011.05.03 

17:15 

足利市の牧草から基準値を超える放射性ヨウ素が検出された件。足利の乳牛・肉牛には

対象となった牧草は提供されていないことを確認しました。牛乳の定期検査も継続中です。

結果は問題なしです。#ashikaga  

2011.05.04 

10:21 

yukyu_demo【RT 願い】三菱商事が東日本大震災での支援奨学金を募集しているそうです。 

必 要 な 学 生 に 情 報 が 届 き ま す よ う に ・ ・ 募 集 ５ ０ ０ 名 、 月 １ ０ 万 円 で す 。  #Jishin 

#save_touhoku #hinan #sokai http://t.co/uxHvPv2  

2011.05.04 県が全ての小中学校の土壌検査を行うことになりました。 結果が出次第速やかに報告し



15:33 ます。RT @mameusa_loki: 牧草から検出されたという事は道にある雑草や地面、校庭等も

同じという事になりませんか？地表、土壌も調査して頂けると有り難いのですが…。  

2011.05.05 

09:40 

基準値を上回った牧草は他の農産物同様処分されます。また現在牛に供されている牧草

は、昨年刈り取り乾燥もしくは発酵させたもの（冬期は牧草は生育してない）を使用している

ので問題ありません。#ashikaga  

2011.05.05 

10:18 

盛り上げましょう。ぜひお力添えを！ RT @harugasaku: 足利市も地盤がいい方だとおもう

のですが…もっと企業がくるといいですね。足利市民は、昔から織物の街で、みんなで！と

言うより、己の利益を優先しやすいのかな。町全体盛り上げたいですね。  

2011.05.07 

10:14 

「今年の足利花火大会は、震災復興支援の目的も加えて予定通り８月６日土曜日に行いま

しょう」ということで主催者の商工会議所会頭と合意。現在、鋭意準備が進められてます。

#ashikaga  

2011.05.08 

21:45 

masason この様な「偉そうな方」を未だに現役顧問に仰ぐ東電と原発推進派議員達の気が

しれない。元参議院議員 加納時男曰く「低線量放射線、体にいい」。http://t.co/ZYnuKmF 

#genpatsu”  

2011.05.09 

09:22 

現状では足利市内の瓦礫類の受入れで精一杯です。 RT @trans_lol: 先日の瓦礫の話は

福島、宮城等で出た瓦礫の受け入れについての質問でした。言葉足らずで申し訳ございま

せん。今はどの様な対応を予定していますか？ #ashikaga  

2011.05.10 

07:13 

昨日 PTA や学校関係者等が構成メンバーとなります足利市学校給食会評議委員会が開

催され、過日の給食費返金の件を協議頂きました。結論として、市の意向は理解するもの

の、返金ではなくその分は今後の給食の充実にあててほしい旨の答申を頂きました。謹ん

で承らせていただきます(_ _)  

2011.05.10 

08:20 

浜岡原発停止は英断です。しかし数日で停止とは！電力供給は大丈夫でしょうか。この夏

のピークを過ぎたあたりでもいい気がしますが、いずれにしても納得できる説明を!  

2011.05.10 

11:25 

申し上げたいのは、この短期間で浜岡停止という裁量行政の最たるものをするからには、

電力需要、電力他社との連携、国民負担、停止期間、訴訟面での懸念などを速やかに国

民に知らせるべきです。  

2011.05.10 

16:55 

shimotsuke_np【全県】環境放射能の調査結果（栃木県発表） http://goo.gl/fb/WOX8b  

2011.05.12 

11:48 

【足利市水道水】5 月 9 日今福浄水場採取結果。放射性ヨウ素、放射性セシウムいずれも

不検出です。#ashikaga  

2011.05.13 

09:28 

栃木県内で5月11日に採取されたホウレンソウ、原乳について暫定基準値を下回る結果と

なりました。#ashikaga #tochigi  

2011.05.13 

18:10 

【足利市下水汚泥等放射線値】水処理センターで 5 月 9 日採取された焼却灰と下水汚泥の

放射性セシウム値はそれぞれ 1,142(Bq/kg)、433(Bq/kg)です。ちなみに農産物の基準値

は、500(Bq/kg)です。これらの処分方法につきましては今後県と協議します。#ashikaga  

2011.05.16 

09:14 

本日は、災害復旧支援として福島県に派遣されている 4 名の足利市職員の激励のためい

わき市を訪問します。#ashikaga  

2011.05.16 いわき市役所到着。これから市長と面会。足利市職員も元気に頑張ってます！  



16:27 

2011.05.18 

10:25 

栃木県牧草のモニタリング調査結果について（第３報）。これにより前回の結果と合わせ県

内すべての地域において、育成牛・繁殖牛等で牧草等の給与・放牧が可能となりました。 

http://bit.ly/jA2vHe #ashikaga #tochigi  

2011.05.18 

10:26 

はい。 @ttkon: 大学生の子供が市のＨＰには何処にも書かれていないといっていました。

花 火 の 開 催 は み ん な 楽 し み に し て い ま す の で 、 Ｈ Ｐ へ の 掲 載 を お 願 い し ま す 。

@omamiuda_minoru 震災復興支援の目的も加えて予定通り８月６日土曜日に行いましょう 

#ashikaga  

2011.05.18 

15:04 

直近の栃木県産農産物のサンプル検査結果は基準値を下回っており、流通してます。 RT 

@hoshi_chi: 一般家庭で作られてる野菜は普通に食べてても健康に影響無いのですか？こ

れから夏野菜等頂いても、食べるのが不安だったので･･･  

2011.05.19 

11:46 

全国市長会関東支部総会なう。栃木県が被災県ということが意外に知られていない。  

2011.05.20 

13:47 

この夏の節電のためのスーパークールビズ。その趣旨に賛成。では実際どこまでの服装な

らＯＫか？市として一定の基準をつくりました。デニムのジーパンは×でチノパンは○、Ｔシ

ャツは×でポロシャツは○、サンダルは×で運動靴は○ いい線かと思います。  

2011.05.20 

13:54 

そもそも市職員の方の服装は、控え目、が多いです。あえてそうしているのか、そういうの

が好きだからなのか、他に理由があるのかわかりませんが、もっと明るいデザインでもいい

のでは、と勝手に思ってました。スーパークールビズで新たな需要が喚起されて選択肢が

広がるかもしれません(^ ^)  

2011.05.20 

16:54 

すいません。検査機関が込み合ってます。来週には結果がでます。 RT @tairyo_ganba: 足

利市の小中学校グランドの放射線、土壌検査の結果はどうだったのでしょうか？まだです

か？  

2011.05.21 

09:23 

西岡参議院議長が首相批判の急先鋒になってます。三権の長がそこまでの越権をするの

は前代未聞。しかも議長は民主党。しかしそれに対する批判は思いの外↓です。非常時に

は非常手段かもしれませんが、この際日本のために是非政策本位での政界再編を！  

2011.05.24 

13:37 

【足利市水道水 5 月 23 日採取】詳細はこちら。http://bit.ly/h4UMMB 検査方法はＮａＩ（Ｔｌ）

シンチレータ（ガンマ線）による簡易測定。これまでの検査は、ゲルマニウム半導体検出器

（ガンマ線）による精密検査。#ashikaga  

2011.05.25 

10:53 

はい、今週は今福と小俣、来週は大前と中川と交互に測定します。 RT @enyuki1969: 精

密検査では不検出なのに、簡易検査でヨウ素が出てるんですか？？やっぱり浄水場ふや

した方がいいんじゃないでしょうか。もしくはもっとマメに。  

2011.05.25 

11:36 

そうなんですか。失礼しました。見直します。 RT @jp_yamada: 市の防災情報メールの差出

人が「足利メール」になったままで修正されないのはみんな違和感がないからなのかなぁ

(^^;  

2011.05.26 

13:33 

地震により被害を受けた屋根瓦、ブロック等の足利市南部清掃工場における無料受入れ

は、9 月 30 日まで延長します。http://bit.ly/e6mmWB #ashikaga  

2011.05.26 hiwa1118 陸前高田市長。私たちの戦いは今始まった。１０年、２０年かかるかもしれない。



 

18:13 でも、私たちは成し遂げる。陸前高田市が、被災地が復興することが、日本ってすばらし

い、日本人の心ってすばらしいって思って頂くようにする。  

2011.05.26 

18:38 

栃木県市町村長会議終了。放射線対策が大きな話題に。収穫を迎える小麦やビール麦の

検査方法や下水道汚泥の扱い方などに質問が集中。これは県単独では無理。国が速やか

に基準を決めるしかない。一刻も早く。  

2011.05.26 

19:08 

すいません。市単独で基準を定めたり汚泥処理等の対策は講じれません。市単独でできる

ことはやってます。 @asa2476: 国や県からの指示を待っていては遅くはないでしょうか？

自治体レベルで出来る放射線対策を早急考えるべきでは？ #ASHIKAGA  

2011.05.26 

21:40 

足利市内小中学校における土壌に含まれる放射性物質量調査の結果。屋外活動は差し

支えありません。詳細はこちら。http://bit.ly/ivXkIg #ashikaga  

2011.05.26 

21:43 

足利市内小中学校などにおける環境放射能についてまとめました。随時更新します。詳細

はこちら。http://bit.ly/kO5xI0 #ashikaga  

2011.05.26 

21:47 

はい、注文済みです。 RT @torifolium: 市でｶﾞｲｶﾞｰｶｳﾝﾀｰの購入予定はありますか？群馬

の近隣市は市単位で購入するようですが？#ashikaga  

2011.05.27 

15:58 

栃木県産農産物の放射能モニタリング調査結果について。ホウレンソウ、原乳いずれも検

出せずもしくは基準値を大幅に下回っています。詳細はこちらです。http://bit.ly/kwxCSa 

#ashikaga  

2011.05.28 

13:06 

足利市内中学校における環境放射線量調査。５ブロックに分けて定期的に調査します。詳

細はこちら。 http://bit.ly/mjfaCZ #ashikaga  

2011.05.28 

18:40 

shimotsuke_np【全県】環境放射能の調査結果（栃木県発表） http://goo.gl/fb/rrQ8z  

2011.05.29 

21:59 

現在宇都宮の検査機関で県内ほとんどの自治体の水道水検査を行ってます。２３日から

簡易検査となりますが、検査回数は週２か所に増やすことができました。さらに足利だけ枠

を広げるのは難しい状況です。 @kogemarin: 検査増やして頂けませんか？  

2011.05.29 

22:07 

はい！ RT @mother_tool: 長野県松本市の給食「内部被爆ゼロ」方針だそうです。足利でも

このような動きをしていただけませんでしょうか。#ashikaga  

2011.05.29 

22:18 

検査機器が１台しかありません。 @atsulow: 何が検査を増やすことへの壁になっているの

ですか？ @omamiuda_minoru: ２３日から簡易検査となりますが、検査回数は週２か所に増

やすことができました。さらに足利だけ枠を広げるのは難しい状況です。  

2011.05.29 

22:32 

福島県や茨城県は原発立地県ですので、元々放射線測定の検査機関などが充実していま

すが、栃木県には原発がありませんのでこうした事態は想定外でした。それを踏まえ現在

栃木県そして足利市として各種検査や測定機材を増やす等、急ぎ対応してます。 

#ashikaga #tochigi  

2011.05.29 

22:49 

足利市の給食で提供される牛乳は全て両毛酪農業協同組合で製造されています。検査も

行われています。問題ありません。#ashikaga  


