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資料２  ホームページ「緊急災害情報」及びメールマガジン「防災緊急情報」一覧 

掲載日 
(発信日) 

題名 概要 
メル 
マガ 
発信 

３月１１日(金) 小平市の震度  小平市で震度５弱を観測 ○ 

３月１１日(金) 市立小学校 児童の引き取りに
ついて  

市立小学校で、児童の下校を保護者の引き取りに
より行っていること 

○ 

３月１１日(金) 先の地震に係る被害状況につい
て  

地震による被害状況の速報 ○ 

３月１１日(金) 体育施設臨時休館のお知らせ 市民総合体育館等の地震による臨時休業のお知
らせ 

○ 

３月１１日(金) ガスメーターの復帰方法につい
て 

地震により自動停止したガス栅の復帰方法 ○ 

３月１１日(金) 「市政アドバイザー会議」中止の
お知らせ  

３月１２日(土)に予定していた市政アドバイザー会
議の中止 

 

３月１１日(金) 東京電力からの節電のお願い  電力設備が大きな被害を受けたことを受けた、節
電への協力のお願い 

○ 

３月１１日(金) 帰宅困難者対策について  小平第六小学校での帰宅困難者受入れ ○ 

３月１１日(金) 西武鉄道の運転再開について  西武鉄道が一部の路線を除き、運転を再開との情
報 

○ 

３月１２日(土) 帰宅困難者休憩所の閉鎖につい
て  

小平第六小学校の帰宅困難者休憩所を３月１２日
(土)午前７時をもって閉鎖 

○ 

３月１２日(土) 先の地震に係る被害状況につい
て（第２報）  

地震による被害状況の速報  

３月１２日(土) 鉄道の運行再開について  ＪＲ武蔵野線の運行再開 ○ 

３月１３日(日) 計画停電について  小平市においても３月１４日(月)に計画停電の実施
予定があること 

○ 

３月１３日(日) 計画停電について（第２報）  ３月１４日(月)に計画停電が予定される地域と時間
帯 

○ 

３月１３日(日) 西武鉄道の３月１４日(月)の運行
について  

西武鉄道が計画停電への対応のため、一部区間
を除き終日運休 

○ 

３月１４日(月) 断水の可能性について  東京都水道局より断水の可能性あるとの情報  

３月１４日(月) 市立小・中学校の一斉休校（３月
１４日(月)）について  

市立小・中学校は全校で３月１４日(月)に一斉休校 ○ 

３月１４日(月) 小平市災害対策本部の設置に
ついて  

地震が発生した３月１１日(金)にさかのぼって、小
平市災害対策本部を設置 

 

３月１４日(月) 計画停電について（第３報）  ３月１４日(月)の計画停電の予定変更 ○ 

３月１４日(月) 計画停電について（在宅医療機
器の使用について）  

人工呼吸器などの医療機器を使っている方への、
停電の間の対応の注意喚起 

○ 

３月１４日(月) 西武鉄道の３月１４日(月)の運行
について（第２報）  

西武鉄道の運行情報について変更 ○ 

３月１４日(月) 計画停電に係る市役所の窓口業
務等について  

計画停電中のシステム機器の停止により、住民票
発行等の業務が実施できないおそれがあること 

○ 

３月１４日(月) 計画停電について（第４報）  ３月１４日(月)の計画停電の予定に再度変更（グ
ループ分けの簡略化） 

 

３月１４日(月) コミュニティバス・コミュニティタク
シーの運行について   

燃料関係の不足による３月１４日(月)以降のコミュ
ニティバス及びコミュニティタクシーの間引き運転
又は運休の予定 

○ 

３月１４日(月) 地震の影響によるごみの収集に
ついて  

道路の混雑等によりごみの収集が遅れる場合があ
ること 

○ 

３月１４日(月) 計画停電時におけるガス機器の
使用に関する注意  

計画停電中にガス機器を使用する際の、換気の確
保等の注意喚起 

○ 

３月１４日(月) 計画停電に伴う断水等の可能性
について  

計画停電により、一部地域で断水や濁水が発生
し、長時間に及ぶ可能性があること 

○ 
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３月１４日(月) 計画停電について（第５報）  ３月１４日(月)に予定されていた計画停電の一部回
避（中止） 

○ 

３月１４日(月) 計画停電に伴う小平消防署から
のお願い 

停電時には家電製品のプラグを抜いておくことな
どの注意喚起。 

○ 

３月１４日(月) 計画停電について（第６報）  ３月１４日(月)に予定されていた計画停電の回避
（中止） 

○ 

３月１４日(月) 小平市立図書館の開館時間変
更  

中央図書館を含め全館（ただし分室を除く）の開館
時間を当分の間、朝１０時から夕方５時までとする
こと。 

 

３月１４日(月) 地震の影響による体育施設の開
放状況  

余震の影響、施設の点検、計画停電の予定を踏ま
えた、小平市内体育施設の開放状況 

 

３月１４日(月) 計画停電について（第７報）  ３月１５日(火)に計画停電が予定される地域と時間
帯 

 

３月１５日(火) 計画停電について（第８報）  ３月１５日(火)に予定されていた計画停電の一部回
避（中止） 

○ 

３月１５日(火) コミュニティバス・コミュニティタク
シーの運行について（第２報）  

３月１５日(火)及び１６日(水)以降の運行情報  

３月１５日(火) 計画停電について（第９報）  小平市の一部地域についてのグループ訂正 ○ 

３月１５日(火) 公民館の開館時間変更と施設予
約システムでの予約について  

中央公民館を含め全館の開館時間を朝９時から夕
方５時までとすること。 

 

３月１５日(火) 市民総合体育館設置の証明書
自動交付機の利用時間変更  

市民総合体育館に設置している証明書自動交付
機の利用時間変更 

 

３月１５日(火) 計画停電について（第１０報）  ３月１８日(金)までの計画停電の予定 ○ 

３月１５日(火) 計画停電について（第１１報）  ３月１５日(火)に予定されていた計画停電の回避
（中止） 

○ 

３月１５日(火) 計画停電時のホームページ更新
について  

市庁舎で計画停電が予定される場合、ホームペー
ジの更新（防災緊急情報メールの発信）ができな
い場合があること 

○ 

３月１５日(火) 小平市民文化会館 ルネこだい
ら臨時休館  

３月１６日(水)から３１日(木)まで臨時休館  

３月１５日(火) 計画停電に伴うお願い（東京消
防庁）  

停電時の１１９番通報の方法等の案内 ○ 

３月１５日(火) 市民活動支援センター あすぴあ 
開館時間変更  

３月３１日(木)まで市民活動支援センターの開館時
間を朝９時から夕方５時までとすること。 

 

３月１５日(火) 計画停電について（第１２報）  ３月１６日(水)の計画停電の予定 ○ 

３月１６日(水) 計画停電時の証明書発行等のオ
ンラインサービスについて  

計画停電により、 ３月１６日(水)のすべての証明書
発行等のオンラインサービスを午後４時４０分で終
了すること 

 

３月１６日(水) 証明書自動交付機の利用時間
変更  

節電対策による施設の開館時間変更に伴う、証明
書自動交付機の利用時間の変更 

 

３月１６日(水) 小平ふるさと村の閉園時間の変
更  

地震による影響のため、閉園時間を変更する場合
があること。 

 

３月１６日(水) 公民館主催 春休み子ども映画
会の中止  

公民館主催の春休み子ども映画会の中止  

３月１６日(水) 計画停電について（第１３報）  ３月１６日(水)に予定されていた計画停電の一部回
避（中止） 

○ 

３月１６日(水) 平櫛田中彫刻美術館 開館時間
の変更  

平櫛田中彫刻美術館の３月１８日(金)までの開館
時間 

 

３月１６日(水) 東北関東大震災義援金  日本赤十字社による義援金受付の案内  

３月１６日(水) 地震に伴うごみ減量のお願い  ごみの収集や処理に支障をきたす可能性があるこ
とを受け、より一層のごみの減量等のお願い。 

 

３月１６日(水) 東北関東大震災義援金募金箱
の設置  

市庁舎等への義援金募金箱の設置の案内  

３月１６日(水) 計画停電について（第１４報）  ３月２１日(月･祝)までの計画停電の予定及び小平
市の一部地域のグループ分けの再度訂正。 

○ 
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３月１６日(水) 地域センター・元気村おがわ東
の開館時間変更    

地震による事業の中止と休館のお知らせ（随時更
新） 

 

３月１６日(水) 地震の影響による事業の中止や
休館のお知らせ   

地域センター１８館及び元気村おがわ東の開館時
間を３１日(木)まで、朝９時から夕方６時までとする
こと。 

 

３月１６日(水) 計画停電について(第１５報)  ３月１６日(水)に予定されていた計画停電の実施 ○ 

３月１６日(水) 計画停電について（第１６報）  ３月１７日(木)の計画停電の予定 ○ 

３月１７日(木) 計画停電について（第１７報）  小平市内の第１グループの地域は、３月１７日(木)
以降は計画停電が実施されないこと。 

○ 

３月１７日(木) 計画停電時の証明書発行等のオ
ンラインサービスについて（３月１
７日(木)）  

３月１７日(木)の窓口での証明書発行等のオンライ
ンサービスは午後１時４０分で終了（証明書自動交
付機は午後２時２０分まで）。 

 

３月１７日(木) 子ども家庭支援センター開館時
間変更  

子ども家庭支援センターの開館時間を３月３１日
(木)まで朝１０時から夕方５時までとすること。 

 

３月１７日(木) 計画停電について（第１８報）  ３月２２日(火)までの計画停電の予定 ○ 

３月１７日(木) 市長からのメッセージ  現在の状況のご理解、冷静な対応と地域での助け
合い等の市民へのお願い。 

 

３月１７日(木) 計画停電について（第１９報）  ３月１７日(木)に予定されていた計画停電の実施 ○ 

３月１７日(木) 節電協力のため市内公共施設を
一部休館します   

節電協力のための３月末日までの各公共施設の
休館等の実施 

○ 

３月１７日(木) 節電協力のため土曜窓口開庁を
休止します  

３月１９日(土)及び２６日(土)の土曜窓口開庁の業
務休止 

○ 

３月１７日(木) 計画停電について（第２０報）  ３月１８日(金)の計画停電の予定 ○ 

３月１８日(金) 計画停電時の証明書発行等のオ
ンラインサービスについて（３月１
８日(金)）  

３月１８日(金)の窓口での証明書発行等のオンライ
ンサービスは午前１０時４０分で終了（証明書自動
交付機は午前１１時２０分まで） 

 

３月１８日(金) コミュニティバス・コミュニティタク
シーの運行について（第３報）  

コミュニティバスの３月２２日(火)からの通常運行等  

３月１８日(金) 福島第一原発の関連情報 放射線測定値の照会先（東京都福祉保健局又は
東京都健康安全研究センター）の案内 

 

３月１８日(金) 計画停電について（第２１報）  ３月１８日(金)に予定されていた計画停電の実施 ○ 

３月１８日(金) 元気村おがわ東の利用を一部休
止します  

３月１９日(土)から３月末日までの元気村おがわ東
の一部利用休止 

○ 

３月１８日(金) 救援物資の受付けについて  小平青年会議所が３月１８日(金)及び１９日(土)に
行う救援物資受付の案内 

 

３月１８日(金) 計画停電について（第２２報）  ３月１９日(土)に予定されていた計画停電の回避
（中止） 

○ 

３月１９日(土) 東北地方太平洋沖地震に係る、
救援物資の受付けについて(東
京都)  

東京都による救援物資受付の案内  

３月１９日(土) 計画停電について（第２３報）  ３月２０日(日)に予定されていた計画停電の回避
（中止） 

○ 

３月１９日(土) 東北地方太平洋沖地震に係る、
救援物資の受付けについて（小
平市）  

３月２０日(日)から実施する小平元気村おがわ東で
の救援物資受付の案内 

○ 

３月２０日(日) 計画停電について（第２４報）  ３月２１日(月･祝)に予定されている計画停電の実
施又は回避（中止）の判断について 

○ 

３月２１日(月･
祝) 

計画停電について（第２５報）  ３月２１日(月･祝)に予定されていた計画停電の回
避（中止） 

○ 

３月２２日(火) 計画停電時の証明書発行等のオ
ンラインサービスについて（３月２
２日(火)）  

３月２２日(火)の窓口での証明書発行等のオンライ
ンサービスは午後１時４０分で終了（証明書自動交
付機は午後２時２０分まで）。 

 

３月２２日(火) ごみ減量の緊急のお願い  計画停電の実施により、小平・村山・大和衛生組
合が不安定な稼働が余儀なくされていることを受け
ての３０～４０％のごみの減量のお願い。 
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３月２２日(火) コミュニティバス・タクシーの運行
について（第４報）    

コミュニティタクシー（大沼ルート、栄町ルート）の３
月２３日(水)からの通常運行等 

 

３月２２日(火) 証明書自動交付機の利用時間
変更について  

節電対策による施設の開館時間変更に伴う、証明
書自動交付機の利用時間の変更 

 

３月２２日(火) 計画停電について（第２６報）  ３月２２日(火)に予定されていた計画停電の実施 ○ 

３月２３日(水) 計画停電時の証明書発行等のオ
ンラインサービスについて（３月２
３日(水)）  

３月２３日(水)の窓口での証明書発行等のオンライ
ンサービスは午前１０時５０分で終了（証明書自動
交付機は午前１１時２０分まで） 

 

３月２３日(水) 計画停電について（第２７報）  ３月２３日(水)に予定されていた計画停電の回避
（中止） 

○ 

３月２３日(水) 被災者受け入れのため八ヶ岳山
荘一般開放を一時休止します  

被災者を受け入れるため、４月及び５月の一般開
放中止 

 

３月２３日(水) 東京都水道局金町浄水場から放
射性ヨウ素が検出された件につ
いて  

問い合わせ先（東京都水道局多摩お客さまセン
ター）の案内及び小平市の配水系統の案内 

 

３月２３日(水) 計画停電について（第２８報）  ３月２４日(木)に予定されていた計画停電の回避
（中止） 

○ 

３月２４日(木) 救援物資の受付けは２７日まで
（小平市）（第２報）  

３月２７日(日)まで実施する小平元気村おがわ東で
の救援物資受付の再案内 

 

３月２４日(木) 東京都水道局金町浄水場から放
射性ヨウ素が検出された件につ
いて（第２報）  

３月２３日(水)の検出結果等  

３月２４日(木) ３月２６日(土)は土曜窓口開庁を
実施します  

３月２６日(土)は通常どおり土曜窓口開庁を実施す
ること。 

○ 

３月２４日(木) 計画停電について（第２９報）  ３月２５日(金)に予定されていた計画停電の回避
（中止） 

○ 

３月２５日(金) 災害義援金の募金活動を行いま
す   

３月２５日(金)に、小平市社会福祉協議会およびＦ
Ｃ東京の協力等により実施する災害義援金募金活
動の案内 

○ 
(2回) 

３月２５日(金) 水道水の放射能測定結果につい
て  

東京都水道局による水道水の放射能測定結果の
照会先の案内 

 

３月２５日(金) 計画停電グループ分けの細分化
について  

５つのグループに分けて実施されていた計画停電
について、それぞれのグループをさらに５つのグ
ループに細分化して実施することとされたこと。 

○ 

３月２５日(金) 計画停電について（第３０報）  ３月２６日(土)及び２７日(日)に予定されていた計画
停電の回避（中止） 

○ 

３月２５日(金) 外国人のための情報提供（がい
こくじんのためのじょうほうていきょ
う）  

東京都が外国人向けの情報を外国語で提供する
専用ダイヤルの案内。（ひらがな及び英語で併
記。） 

 

３月２７日(日) 計画停電について（第３１報）  ３月２８日(月)に予定されていた計画停電の回避
（中止） 

○ 

３月２８日(月) 救援物資の受付けについて（小
平青年会議所）  

小平青年会議所が一般向けに行っている救援物
資受付の案内 

 

３月２８日(月) 救援物資のご提供ありがとうござ
いました【受付終了】   

３月２０日(日)～２７日(日)に小平元気村おがわ東
で受け付けた救援物資の結果報告 

 

３月２８日(月) 市税の納期限等の延長等につい
て  

被災納税者に対して市税の納期限等を延長  

３月２８日(月) 市内公共施設の再開について  ４月１日(金)からの市内公共施設を再開。（ただし、
夜間の利用は中止。） 

○ 

３月２８日(月) 計画停電について（第３２報）  ３月２９日(火)に予定されていた計画停電の回避
（中止） 

○ 

３月２９日(火) ＦＣ東京 監督・選手による義援
金募金活動について【報告】  

ＦＣ東京の監督・選手、社会福祉協議会の協力に
よる災害義援金募金活動の結果報告 

 

３月２９日(火) 計画停電について（第３３報）  ３月３０日(水)に予定されていた計画停電の回避
（中止） 

○ 

３月３０日(水) 計画停電について（第３４報）  ３月３１日(木)に予定されていた計画停電の回避
（中止） 

○ 
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３月３１日(木) 計画停電について（第３５報）  ４月１日(金)に予定されていた計画停電の回避（中
止） 

○ 

４月１日(金) 計画停電について（第３６報）  ４月２日(土)から４月４日(月)までに予定されていた
計画停電の回避（中止） 

○ 

４月４日(月) 計画停電について（第３７報）  ４月５日(火)に予定されていた計画停電の回避（中
止） 

○ 

４月５日(火) 計画停電について（第３８報）  ４月６日(水)に予定されていた計画停電の回避（中
止） 

○ 

４月６日(水) 計画停電について（第３９報）  ４月７日(木)に予定されていた計画停電の回避（中
止） 

○ 

４月６日(水) 計画停電について（第４０報）  ４月１０日(日)までに予定されていた計画停電の回
避（中止） 

○ 

４月８日(金) 計画停電について（第４１報）  計画停電については、以後「原則実施しない」こと
とされたこと。 

○ 

４月１２日(火) 市内公共施設の通常開館につい
て  

市内の公共施設について４月１６日(土)から順次、
通常開館。（ただし、グラウンド等のナイター使用
は、当面の間、中止。） 

○ 

４月１３日(水) 小平市災害対策本部の廃止と
「緊急災害情報」の閉鎖について  

小平市災害対策本部を４月１２日(火)付け廃止及
び緊急災害情報ホームページの閉鎖 

 

計 
緊急ホームページ（緊急災害情報）：１１７件 
防災緊急情報メール：７３件(上記に記載のないもの３件を含む。) 

※防災緊急情報メールは、初期の立ち上げ期に発信した３件を除き、緊急ホームページに掲載する記事と同期
して、特に重要性又は緊急性が高い情報を発信する取り扱いとした。 

※上記のほか、６月１７日(金)に防災緊急情報メールにて「【お知らせ】小平市内の空間放射線量の測定結果
について」を発信。（６月１６日(木)に、小平第一小学校及び小平第二小学校で、東京都により実施された空
間放射線量の測定結果のお知らせ。） 
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資料３  防災行政無線（同報無線）発信一覧 

日付 時間 放送内容 

３月１１日(金) １７時００分頃 市立小学校児童の保護者引き取りの依頼 

３月１３日(日) １６時００分 節電協力依頼 

３月１４日(月) ００時４５分 計画停電の周知 

３月１４日(月) ０７時１４分 当日の市立小中学校の休校案内 

３月１４日(月) １２時４６分 当日の計画停電回避 

３月１４日(月) １３時３２分 当日の計画停電回避 

３月１４日(月) １７時０３分 当日の計画停電回避 

３月１４日(月) ２１時４８分 翌日の計画停電周知 

３月１５日(火) ０６時５３分 当日、一回目（朝）の計画停電回避 

３月１５日(火) １５時４２分 当日の計画停電、全て回避 

３月１７日(木) ０９時０６分 第１グループの計画停電、当面回避 

３月１８日(金) １９時３３分 翌日の計画停電回避 

３月１９日(土) １８時３９分 翌日の計画停電回避 

３月２１日(月･祝) １１時５０分 当日の計画停電回避 

３月２３日(水) １０時３４分 当日の計画停電回避 

３月２３日(水) １７時５４分 翌日の計画停電回避 

３月２４日(木) １７時５９分 翌日の計画停電回避 

３月２５日(金) １８時０４分 ３月２６日(土)及び２７日(日)の計画停電回避 

３月２７日(日) １８時１７分 翌日の計画停電回避 

３月２８日(月) １７時１１分 翌日の計画停電回避 

３月２９日(火) １３時０８分 翌日の計画停電回避 

３月３０日(水) １２時５４分 翌日の計画停電回避 

３月３１日(木) １２時００分 翌日の計画停電回避 

４月１日(金) １１時１４分 ４月２日(土)～４日(月)の計画停電回避 

４月４日(月) １２時１５分 翌日の計画停電回避 

４月５日(火) １１時２５分 翌日の計画停電回避 

４月６日(水) １１時００分 翌日の計画停電回避 

４月７日(木) ０９時０７分 ４月８日(金)～10日の計画停電回避 

４月８日(金) １５時００分 今後の計画停電回避 

計３１回(上記に記載のないもの２回（日時等の記録欠損。）を含む。) 
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資料４  市報こだいら「災害対策臨時号」 
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資料５  市報こだいら（震災関連主要記事抜粋） 

  ▽４月５日号――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ▽４月２０日号―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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  ▽５月５日号――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ▽５月２０日号―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




