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公 示 

令和２年１月１７日 
 

１．緊急事態応急対策を

実施すべき区域 

東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径２０キ 

ロメートル圏内の区域及び平成２３年４月２２日の原子力災

害対策本部長指示により計画的避難区域とされた区域のう

ち、別紙で規定する区域 

２．原子力緊急事態の概

要 

緊急事態該当事象発生日時 平成２３年３月１１日 １６時３６分 

発生場所 東京電力株式会社福島第一原子力発電所 

３．１．の区域内の居住

者等に対し周知させ

るべき事項 

（１）避難指示区域の解除： 

 

双葉町において設定されている避難指示解除準備区域及び

帰還困難区域のうち町道長塚・新山線(大字長塚字町東１５４

番地先から大字長塚字町西３９番２９地先まで)、町道久保

前・中浜線(大字新山字久保前３３番１地先から大字長塚字谷

沢町２１７番７地先まで)、町道鬼木・広町線(大字長塚字鬼

木３７番地先から大字長塚字鬼木４４番地先まで)、町道久保

前・下条線(大字長塚字鬼木３７番地先から大字新山字久保前

２８番１地先まで)、町道町西３号線(大字長塚字町西７２番

地先から大字長塚字町西７３番１地先まで)、町道町西１号線

(大字長塚字町西７３番１地先から大字長塚字町西３９番４

地先まで)、町道町西２号線(大字長塚字町西３９番１地先か

ら大字長塚字町西３９番４地先まで)、国道６号(大字新山字

久保前３３番１地先から大字新山字久保前１９番１地先まで

(久保前地下道含む))、大字長塚字町西(３６番地１、３６番

地２、３７番地１、３７番地２、３８番地１、３８番地３、３

８番地７、３８番地８、３９番地１、３９番地４、３９番地２

２、３９番地２５、３９番地２６、３９番地２７、３９番地２

８、３９番地２９、３９番地３０、４４番地８、７２番地、７

３番地１、７３番地４、７３番地５、２４９番地１、２４９番

地３)及び東日本旅客鉄道株式会社の鉄道施設の存する区域

については、令和２年３月４日午前０時をもって、解除され

ること。 
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大熊町において設定されている帰還困難区域のうち県道大

野停車場大川原線(大字下野上字大野４１４番地先から大字

下野上字大野４１６番地先まで、大字下野上字原３２７番１

地先から大字下野上字清水６２４番２地先まで)、町道西２０

号線(大字下野上字大野４１３番地先から大字下野上字大野

９８番４地先まで)、町道西４９号線(大字下野上字原４番１

地先から大字下野上字大野９８番４地先まで)、大字下野上字

大野(９８番地１、９８番地５、９８番地６、９８番地７、１

１５番地３、２８４番地３、２８５番地、７９１番地１、７９

７番地１、８１１番地)、大字下野上字鮒沢(１２０番地１０、

１２０番地１１、１２０番地１２、２４７番地３０)及び東日

本旅客鉄道株式会社の鉄道施設の存する区域については、令

和２年３月５日午前０時をもって、解除されること。 

 

富岡町において設定されている帰還困難区域のうち県道夜

ノ森停車場線(字夜の森南一丁目１番２地先から字夜の森北

二丁目８番２地先まで)、町道夜の森桜通り線(字夜の森北一

丁目３４番１地先から字夜の森北二丁目２３番１９地先ま

で)、町道都市計画４号線(字夜の森北一丁目４１番１地先か

ら大字本岡字清水前１０番１１地先まで)、町道坊小屋桜通り

線(字夜の森南二丁目１１番２地先から字夜の森北二丁目２

３番１８地先まで)、町道夜の森区画街路２号線(字夜の森北

一丁目６７番地先から同地先まで)、町道夜の森区画街路１３

号線(字夜の森北一丁目９８番４地先から字夜の森北一丁目

９８番１地先まで)、町道夜の森区画街路１７号線(字夜の森

北二丁目８番２地先から同地先まで)、町道夜の森区画街路３

４号線(大字本岡字新夜ノ森１３番５地先から大字本岡字新

夜ノ森１２番４地先まで)、第三大管こ線道水路橋、大字本岡

字新夜ノ森(１２番地５、１２番地６(１３番地５、１３番地

７、１３番地８に隣接する区域に限る)、１３番地５、１３番

地７、１３番地８)及び東日本旅客鉄道株式会社の鉄道施設の

存する区域については、令和２年３月１０日午前６時をもっ

て、解除されること。 

 

（２）その他の避難指示区域は、別紙のとおり従前の区域が維

持されること。 
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＜緊急事態応急対策を実施すべき区域＞                    （別紙） 

 

１．南相馬市 
帰還困難区域 南相馬市小高区 金谷の字小畑、字ドウケ、字出戸間船及び 

字野中の区域 

 

南相馬市内国有林磐城森林管理署 

２０６４林班、２０６６林班から２０７５林班、 

２０７９林班から２０８７林班、２０９１林班から２０９４林班、 

２１０４林班から２１０９林班 
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２．富岡町 
帰還困難区域 （小良ヶ浜行政区の全ての区域。夜の森駅前北行政区、夜の森駅前南行

政区、新夜ノ森行政区、深谷行政区及び大菅行政区の一部） 

 

富岡町      桜１丁目の全ての区域 

      桜２丁目の全ての区域 

      夜の森北１丁目の全ての区域 

      夜の森北２丁目の全ての区域 

      夜の森北３丁目の全ての区域 

      夜の森南１丁目の全ての区域 

      夜の森南２丁目の全ての区域 

大字小良ヶ浜字赤坂の全ての区域 

         字市の沢の全ての区域 

字深谷のうち８０８番地１を除く区域 

         字松の前の全ての区域 

         字松葉原の全ての区域 

大字大菅  字蛇谷須のうち１番地６４ 

字川田のうち１番地３を除く区域 

字大平のうち１番地、１番地４、 

１番地８９から１番地９４、１番地９６、 

１番地９７、２番地１、２番地３、 

３番地から５番地、６番地１から６番地３、 

１４番地１から１４番地５、１５番地、 

１６９番地１から１６９番地９、 

１７０番地、１７１番地、 

１７２番地１から１７２番地３、 

１７３番地から１７９番地、 

１８１番地から１８４番地、 

２９８番地１から２９８番地３ 

を除く区域 

大字本岡  字新夜ノ森のうち１２番地５、１２番地６(１３番地

５、１３番地７、１３番地８に隣接する区域に

限る)、１３番地５、１３番地７、１３番地８、 

１５番地２、１５番地５、４９番地２、 

４９番地２１０から４９番地２１７ 

を除く区域 

 



 

5 

 

上記のうち、県道夜ノ森停車場線(字夜の森南一丁目１番２地先から字

夜の森北二丁目８番２地先まで)、町道夜の森桜通り線(字夜の森北一丁

目３４番１地先から字夜の森北二丁目２３番１９地先まで)、町道都市計

画４号線(字夜の森北一丁目４１番１地先から大字本岡字清水前１０番

１１地先まで)、町道坊小屋桜通り線(字夜の森南二丁目１１番２地先か

ら字夜の森北二丁目２３番１８地先まで)、町道夜の森区画街路２号線

(字夜の森北一丁目６７番地先から同地先まで)、町道夜の森区画街路１

３号線(字夜の森北一丁目９８番４地先から字夜の森北一丁目９８番１

地先まで)、町道夜の森区画街路１７号線(字夜の森北二丁目８番２地先

から同地先まで)、町道夜の森区画街路３４号線(大字本岡字新夜ノ森１

３番５地先から大字本岡字新夜ノ森１２番４地先まで)、第三大管こ線道

水路橋及び東日本旅客鉄道株式会社の鉄道施設の存する区域を除く 

 

富岡町内国有林磐城森林管理署 

６６２林班のうち植松川以北の範囲 
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３．大熊町 
帰還困難区域 （野上１行政区、野上２行政区、下野上１行政区、熊３行政区、町行政

区、熊川行政区、野馬形行政区、小入野行政区、大和久行政区及び夫沢

１行政区の全ての区域。下野上２行政区、下野上３行政区、大野１行政

区、大野２行政区、熊１行政区、熊２行政区、夫沢２行政区及び夫沢３

行政区の一部） 

 

大熊町大字夫沢  字上団子橋の全ての区域 

字熊野沢の全ての区域 

字北台の全ての区域 

         字北原の全ての区域 

         字大の全ての区 

         字中央台の全ての区域 

         字長者原の全ての区域 

         字東台の全ての区域 

         字南台の全ての区域 

大字小良浜 字高平の全ての区域 

大字熊   字旭台の全ての区域 

字熊町の全ての区域 

字清水の全ての区域 

字新町の全ての区域 

字反町の全ての区域 

字舘の全ての区域 

字田成圃の全ての区域 

字滑津の全ての区域 

字羽山下の全ての区域 

字本清水の全ての区域 

字本町の全ての区域 

字錦台のうち１７３番地から１７８番地、 

１７９番地１、１７９番地２、 

１８０番地１、１８０番地２、 

１８１番地１、１８１番地２、 

１８２番地１、１８２番地２、 

１８３番地１、１８３番地２、 

１８４番地１、１８４番地２、 

１８５番地１、１８５番地２、 

１８６番地から１８８番地、１８９番地１、 
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１９０番地、１９１番地１ 

を除く区域 

大字熊川  字川向の全ての区域 

          字久麻川の全ての区域 

         字古舘の全ての区域 

         字下川原の全ての区域 

         字寺下の全ての区域 

         字緑ヶ丘の全ての区域 

         字八坂の全ての区域 

大字小入野 字西大和久の全ての区域 

         字東大和久の全ての区域 

         字東平の全ての区域 

         字向畑の全ての区域 

大字下野上 字大野のうち９８番地１、９８番地５、９８番地６、 

         ９８番地７、１１５番地３、２８４番地３ 

         ２８５番地、７９１番地１、７９７番地１ 

         ８１１番地 

を除く区域 

         字金谷平の全ての区域 

         字北向の全ての区域 

         字広谷地の全ての区域 

         字清水の全ての区域 

         字原の全ての区域 

         字鮒沢のうち１２０番地１０、１２０番地１１、 

１２０番地１２、２４７番地３０ 

を除く区域 

   大字野上  字秋葉台の全ての区域 

         字姥神の全ての区域 

字諏訪の全ての区域 

字羽山沢の全ての区域 

字山神の全ての区域 

         字湯の神の全ての区域 

字小塚の全ての区域 

 

上記のうち、県道大野停車場大川原線(大字下野上字大野４１４番地先

から大字下野上字大野４１６番地先まで、大字下野上字原３２７番１地

先から大字下野上字清水６２４番２地先まで)、町道西２０号線(大字下
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野上字大野４１３番地先から大字下野上字大野９８番４地先まで)、町道

西４９号線(大字下野上字原４番１地先から大字下野上字大野９８番４

地先まで)及び東日本旅客鉄道株式会社の鉄道施設の存する区域を除く 

 

大熊町内国有林磐城森林管理署 

５０３林班、５０４林班、５１１林班、５１６林班、５１７林班、 

５２０林班、５２５林班から５２７林班、５２９林班、５４７林斑 
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４．双葉町 
帰還困難区域 双葉町 大字新山の全ての区域 

大字郡山の全ての区域 

大字細谷の全ての区域 

大字前田の全ての区域 

大字水沢の全ての区域 

大字目迫の全ての区域 

大字山田の全ての区域 

大字松迫の全ての区域 

大字石熊の全ての区域 

大字下羽鳥の全ての区域 

大字上羽鳥の全ての区域 

大字寺沢の全ての区域 

大字松倉の全ての区域 

大字渋川の全ての区域 

大字鴻草の全ての区域 

大字中田の全ての区域 

大字長塚   字蛭子堂の全ての区域 

字鬼木の全ての区域 

   字上迫の全ての区域 

字観音堂の全ての区域 

字北目の全ての区域 

字越田の全ての区域 

字三ノ宮の全ての区域 

字寺内迫全ての区域 

字寺内前の全ての区域 

字西宮下の全ての区域 

字原田の全ての区域 

字深谷の全ての区域 

字福田迫の全ての区域 

字町裏の全ての区域 

字町東の全ての区域 

字町の全ての区域 

字谷沢町の全ての区域 

字町西のうち３６番地１、３６番地２、 

３７番地１、３７番地２、 

３８番地１、３８番地３、 
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３８番地７、３８番地８、 

３９番地１、３９番地４、 

３９番地２２、３９番地２５、 

３９番地２６、３９番地２７、 

３９番地２８、３９番地２９、 

３９番地３０、４４番地８、 

７２番地、７３番地１、 

７３番地４、７３番地５、 

２４９番地１、２４９番地３ 

を除く区域 

 

上記のうち、町道長塚・新山線(大字長塚字町東１５４番地先から大

字長塚字町西３９番２９地先まで)、町道久保前・中浜線(大字新山字久

保前３３番１地先から大字長塚字谷沢町２１７番７地先まで)、町道鬼

木・広町線(大字長塚字鬼木３７番地先から大字長塚字鬼木４４番地先

まで)、町道久保前・下条線(大字長塚字鬼木３７番地先から大字新山字

久保前２８番１地先まで)、町道町西３号線(大字長塚字町西７２番地先

から大字長塚字町西７３番１地先まで)、町道町西１号線(大字長塚字町

西７３番１地先から大字長塚字町西３９番４地先まで)、町道町西２号

線(大字長塚字町西３９番１地先から大字長塚字町西３９番４地先ま

で)、国道６号(大字新山字久保前３３番１地先から大字新山字久保前１

９番１地先まで(久保前地下道含む))及び東日本旅客鉄道株式会社の鉄

道施設の存する区域を除く 

 

双葉町内国有林磐城森林管理署 

５４４林班から５４６林班、５４７林班のうち「イ１」及び「イ２」の

区域 
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５．浪江町 
帰還困難区域 浪江町 大字酒井の全ての区域 

大字大堀の全ての区域 

大字井手の全ての区域 

大字小丸の全ての区域 

大字末森の全ての区域 

大字室原の全ての区域 

大字羽附の全ての区域 

大字津島の全ての区域 

大字下津島の全ての区域 

大字南津島の全ての区域 

大字赤宇木の全ての区域 

大字川房の全ての区域 

大字昼曽根の全ての区域 

 

浪江町内国有林磐城森林管理署 

１００１林班から１０３２林班、１０３８林班から１０６１林班、 

１０６５林班から１０７７林班、１０８２林班、 

１０９５林班から１１１３林班、１２０１林班から１２２５林班 

１２８７林班から１３１１林班、２１１０林班から２１１９林班 
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６．葛尾村 
帰還困難区域 （野行行政区の全ての区域） 

 

葛尾村大字葛尾  字柏原の全ての区域 

         字野行の全ての区域 

字小出谷の全ての区域          

 

葛尾村内国有林磐城森林管理署 

１０７８林班から１０８１林班、１０８３林班から１０９４林班 
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７．飯舘村 
帰還困難区域 （長泥行政区の全ての区域） 

 

飯舘村長泥の全ての区域 

 

飯舘村内国有林磐城森林管理署 

２３０４林班、２３０５林班、２３１０林班から２３１２林班 

 

 

 


