
参考資料１－（１）避難先市町村一覧
参考資料１－（２）避難ルート図
参考資料１－（３）避難先の割り振り一覧
参考資料１－（４）発電所からの距離別避難対象人口

参考資料１

関係市町村別資料
(南相馬市）



○参考資料１-（１）　避難先市町村一覧
　避難先市町村（平成２２年国政調査結果に基づいたもの）

主な避難ルート

（国：国道、県：県道、市：市道、○○道：○○自動車道）

国6（または、県34/県120）→県12→国349→国459（※1）→国4（→東北道→国
118）

国6（または、県34/県120）→国115（または、県12→常磐道→国115）→国4

国6（または、県34/県120）→国115（または、県12→常磐道→国115）→東北道→
国118

国6（または、県34/県120）→県12→常磐道→仙台東部→仙台南部→東北道→国
118

国6

県267→県34（※2）（→常磐道）→国115

国6

県267→県34（※2）（→常磐道）→国115→国6

国6→国115→国349

県267→県34（※2）→県268→県12→国399（※2）→国349

県267→県34（※2）（→常磐道）→国115→国349

県12→国114

県12→国6（または、常磐道／県34）→国115

県12→常磐道→仙台東部→仙台南部→東北道→国115

県12→国349→国459（※1）→国4（→東北道）→国49

県12→国6（または、常磐道／県34）→国115（→東北道/国4）→国49

県12→常磐道→仙台東部→仙台南部→東北道→国49

県12→国349→国459（※1）→国4

県12→国6（または、常磐道／県34）→国115（→東北道）→国4

県12→常磐道→仙台東部→仙台南部→東北道→国4

県12→国349→国459（※1）→国4（→東北道→国4）

県12→国6（または、常磐道／県34）→国115（→東北道）→国4

県12→常磐道→仙台東部→仙台南部→東北道→国4

県12→国349→国459（※1）→国4→県146

県12→国6（または、常磐道／県34）→国115（→東北道）→国4→県146

県12→常磐道→仙台東部→仙台南部→東北道→国4→県146

71,000

小高区

二本松市 3,000

本宮市 3,100

11,400

相馬市 5,400

新地町 1,200

伊達市

大玉村 1,300

4,800

南相馬市計

南相馬市

原町区 47,000

福島市 31,200

郡山市 8,400

12,600 須賀川市 12,600

鹿島区

避難元市町村 避難先市町村

市町村名 地区 対象人口 市町村名 受入数

（※１）ルートの一部に大型車両のすれ違いが困難な区間あり。
（※２）ルートの一部に大型車両のすれ違いが不可な区間あり。

（※３）現在は、原災法に基づく避難指示区域の設定等に伴い、通行が制限されている区間があることに留意する必要がある。



○参考資料１-（１）　避難先市町村一覧
　避難先市町村（現況人口に基づいたもの）

主な避難ルート

（国：国道、県：県道、市：市道、○○道：○○自動車道）

国6

県267→県34（※2）（→常磐道）→国115

国6

県267→県34（※2）（→常磐道）→国115→国6

国6→国115→国349

県267→県34（※2）→県268→県12→国399（※2）→国349

県267→県34（※2）（→常磐道）→国115→国349

県12→国114

県12→国6（または、常磐道／県34）→国115

県12→常磐道→仙台東部→仙台南部→東北道→国115

県12→国349→国459（※1）→国4（→東北道）→国49

県12→国6（または、常磐道／県34）→国115（→東北道/国4）→国49

県12→常磐道→仙台東部→仙台南部→東北道→国49

県12→国349→国459（※1）→国4

県12→国6（または、常磐道／県34）→国115（→東北道）→国4

県12→常磐道→仙台東部→仙台南部→東北道→国4

県12→国349→国459（※1）→国4（→東北道→国4）

県12→国6（または、常磐道／県34）→国115（→東北道）→国4

県12→常磐道→仙台東部→仙台南部→東北道→国4

県12→国349→国459（※1）→国4→県146

県12→国6（または、常磐道／県34）→国115（→東北道）→国4→県146

県12→常磐道→仙台東部→仙台南部→東北道→国4→県146

53,600

6,200

新地町

避難元市町村 避難先市町村

市町村名 地区 対象人口 市町村名 受入数

南相馬市計

南相馬市

2,000

伊達市 5,600

原町区 47,000

福島市 25,200

郡山市 8,400

二本松市

鹿島区 13,800

相馬市

2,700

本宮市 2,700

大玉村 800

（※１）ルートの一部に大型車両のすれ違いが困難な区間あり。
（※２）ルートの一部に大型車両のすれ違いが不可な区間あり。

（※３）現在は、原災法に基づく避難指示区域の設定等に伴い、通行が制限されている区間があることに留意する必要がある。















参考資料１‐（４）発電所からの距離別避難対象人口

（単位：人）

市町村名 距離 人口 市町村人口計

5km～10km 小高区 浦尻の一部、下浦の一部 150

小高区

一区、二区、三区、四区、五区、小高、片
草、吉名、岡田、川原田、大井、塚原、飯
崎、角間沢、小谷、摩辰、南鳩原、北鳩原、
羽倉、大富、金谷、川房、大田和、小屋木、
女場、角部内、上蛯沢、下蛯沢、浦尻の一
部、下浦の一部、行津、上浦、神山、上耳
谷、下耳谷、泉沢、福岡、村上、井田川

原町区
小沢、江井、堤谷、下江井、小木迫、鶴谷、
高二、高一の一部、小浜の一部、雫の一
部、大甕下の一部

原町区

国見町一、国見町二、国見町三、国見町団
地一、国見町団地二、上町、西町、三島町
一、三島町二、北町、小川町、本町一、本
町二、本町三、南町一、南町二、南町三、
南町四、本陣前一、本陣前二、本陣前三、
橋本町一、橋本町二、橋本町三、橋本町
四、栄町一、栄町二、栄町三、大町一、大
町二、大町三、東町一、東町二、旭町一、
旭町二、二見町一、二見町二、青葉町、錦
町一、錦町二、桜井町一、桜井町二、高見
町、日の出町、仲町一、仲町二、仲町三、
上渋佐、下渋佐、北萱浜、萱浜、北原、大
甕上、大甕下の一部、雫の一部、小浜の一
部、高一の一部、益田、下太田、牛来、中
太田、陣ヶ崎一、陣ヶ崎二、上太田、矢川
原、片倉、馬場、雲雀ヶ原一、雲雀ヶ丘二、
雲雀ヶ丘三、大木戸一、大木戸二、牛越、
石神、押釜、高倉、大谷、大原の一部、信
田沢、深野の一部、長野、北長野、北新
田、上北高平一、上北高平二、上北高平
三、上高平一、上高平二、上北高平三、上
高平一、上高平二、下高平、下北高平、
泉、北泉、金沢

鹿島区
江垂の一部、大内、小島田の一部、烏崎、
川子、小池の一部、塩崎の一部、上寺内の
一部、南右田の一部

原町区 大原の一部、深野の一部

鹿島区

新町、西町、一区、二区、三区、四区、台田
中、北右田、南右田の一部、上寺内の一
部、寺内、大谷地、江垂の一部、塩崎の一
部、小島田の一部、南屋形、北海老、南海
老、港、北屋形、南柚木、永田、永渡、上栃
窪、栃窪、御山、白坂、角川原、横手、山
下、車川、浮田、岡和田、牛河内、小山田、
小池の一部、橲原

70,878

10km～20km

13,667

20km～30km

30km～

46,557

10,504

○対象人口（平成２２年度国勢調査に基づいたもの）

行政区名

南相馬市

福島第一原子力発電所からの距離別行政区別人口



参考資料１‐（４）発電所からの距離別避難対象人口

（単位：人）

市町村名 距離 人口 市町村人口計

小高区

一区、二区、三区、四区、五区、小高、片
草、吉名、岡田、川原田、大井、塚原、飯
崎、角間沢、小谷、摩辰、南鳩原、北鳩原
の一部、羽倉の一部、大富の一部、金谷、
川房、大田和、小屋木、女場、角部内、上
蛯沢、下蛯沢、浦尻、下浦、行津、上浦、神
山、上耳谷、下耳谷、泉沢、福岡、村上、井
田川、堤谷

原町区
小沢の一部、江井の一部、下江井の一部、
小木迫の一部、鶴谷の一部

小高区 北鳩原の一部、羽倉の一部、大富の一部

原町区

小沢の一部、江井の一部、下江井の一部、
小木迫の一部、鶴谷の一部、高一、高二、
雫、大甕下、国見町一、国見町二、国見町
三、国見町団地一、国見町団地二、上町、
西町、三島町一、三島町二、北町、小川
町、本町一、本町二、本町三、南町一、南
町二、南町三、南町四、本陣前一、本陣前
二、本陣前三、橋本町一、橋本町二、橋本
町三、橋本町四、栄町一、栄町二、栄町
三、大町一、大町二、大町三、東町一、東
町二、旭町一、旭町二、二見町一、二見町
二、青葉町、錦町一、錦町二、桜井町一、
桜井町二、高見町、日の出町、仲町一、仲
町二、仲町三、上渋佐、下渋佐、北萱浜、
萱浜、北原、大甕上、大甕下、雫、高一、益
田、下太田、牛来、中太田、陣ヶ崎一、陣ヶ
崎二、上太田、矢川原、片倉、馬場、雲
雀ヶ原一、雲雀ヶ原二、雲雀ヶ原三、大木
戸一、大木戸二、牛越、石神、押釜、高倉、
大谷、大原、信田沢、深野、長野、北長野、
北新田、上北高平一、上北高平二、上北高
平三、上高平一、上高平二、下高平、下北
高平、泉、北泉、金沢、小浜

鹿島区

江垂の一部、大内、小島田、烏崎、川子、
小池、塩崎、西町、上寺内、寺内、大谷地、
江垂、塩崎、川子、大内、烏崎、南屋形、北
海老、南海老、港、北屋形、南柚木、永田、
永渡、上栃窪、栃窪、御山、白坂、角川原、
横手、山下、車川、浮田、岡和田、牛河内、
小山田、台田中、新町、南右田、橲原、１
区、２区、３区、４区

70,878

30km～

57,410

福島第二原子力発電所からの距離別行政区別人口

13,468

南相馬市

20km～30km

○対象人口（平成２２年度国勢調査に基づいたもの）

行政区名



参考資料１‐（４）発電所からの距離別避難対象人口

（単位：人）

市町村名 距離 人口
内

避難者
（再掲）

市町村人口計

原町区

国見町一、国見町二、国見町三、国見町
団地一、国見町団地二、上町、西町、三
島町一、三島町二、北町、小川町、本町
一、本町二、本町三、南町一、南町二、
南町三、南町四、本陣前一、本陣前二、
本陣前三、橋本町一、橋本町二、橋本町
三、橋本町四、栄町一、栄町二、栄町
三、大町一、大町二、大町三、東町一、
東町二、旭町一、旭町二、二見町一、二
見町二、青葉町、錦町一、錦町二、桜井
町一、桜井町二、高見町、日の出町、仲
町一、仲町二、仲町三、上渋佐、下渋
佐、北萱浜、萱浜、北原、大甕上、大甕
下の一部、雫の一部、小浜の一部、高一
の一部、益田、下太田、牛来、中太田、
陣ヶ崎一、陣ヶ崎二、上太田、矢川原、片
倉、馬場、雲雀ヶ原一、雲雀ヶ丘二、雲
雀ヶ丘三、大木戸一、大木戸二、牛越、
石神、押釜、高倉、大谷、大原の一部、
信田沢、深野の一部、長野、北長野、北
新田、上北高平一、上北高平二、上北高
平三、上高平一、上高平二、上北高平
三、上高平一、上高平二、下高平、下北
高平、泉、北泉、金沢

1,778

鹿島区
江垂の一部、大内、小島田の一部、烏
崎、川子、小池の一部、塩崎の一部、上
寺内の一部、南右田の一部

原町区 大原の一部、深野の一部
319

鹿島区

新町、西町、一区、二区、三区、四区、台
田中、北右田、南右田の一部、上寺内の
一部、寺内、大谷地、江垂の一部、塩崎
の一部、小島田の一部、南屋形、北海
老、南海老、港、北屋形、南柚木、永田、
永渡、上栃窪、栃窪、御山、白坂、角川
原、横手、山下、車川、浮田、岡和田、牛
河内、小山田、小池の一部、橲原

○対象人口（現況人口に基づいたもの）

行政区名

53,565

20km～30km

福島第一原子力発電所からの距離別行政区別人口

30km～

南相馬市

39,781

13,784



参考資料１‐（４）発電所からの距離別避難対象人口

福島第二原子力発電所からの距離別行政区別人口                          （単位：人）

市町村名 距離 人口
内

避難者
（再掲）

市町村人口計

小高区
北鳩原の一部、羽倉の一部、大富の一
部

2,097

原町区

小沢の一部、江井の一部、下江井の一
部、小木迫の一部、鶴谷の一部、高一、
高二、雫、大甕下、国見町一、国見町
二、国見町三、国見町団地一、国見町団
地二、上町、西町、三島町一、三島町
二、北町、小川町、本町一、本町二、本
町三、南町一、南町二、南町三、南町
四、本陣前一、本陣前二、本陣前三、橋
本町一、橋本町二、橋本町三、橋本町
四、栄町一、栄町二、栄町三、大町一、
大町二、大町三、東町一、東町二、旭町
一、旭町二、二見町一、二見町二、青葉
町、錦町一、錦町二、桜井町一、桜井町
二、高見町、日の出町、仲町一、仲町
二、仲町三、上渋佐、下渋佐、北萱浜、
萱浜、北原、大甕上、大甕下、雫、高一、
益田、下太田、牛来、中太田、陣ヶ崎一、
陣ヶ崎二、上太田、矢川原、片倉、馬場、
雲雀ヶ原一、雲雀ヶ原二、雲雀ヶ原三、
大木戸一、大木戸二、牛越、石神、押
釜、高倉、大谷、大原、信田沢、深野、長
野、北長野、北新田、上北高平一、上北
高平二、上北高平三、上高平一、上高平
二、下高平、下北高平、泉、北泉、金沢、
小浜

鹿島区

江垂の一部、大内、小島田、烏崎、川
子、小池、塩崎、西町、上寺内、寺内、大
谷地、江垂、塩崎、川子、大内、烏崎、南
屋形、北海老、南海老、港、北屋形、南
柚木、永田、永渡、上栃窪、栃窪、御山、
白坂、角川原、横手、山下、車川、浮田、
岡和田、牛河内、小山田、台田中、新
町、南右田、橲原、１区、２区、３区、４区

○対象人口（現況人口に基づいたもの）

行政区名

53,565

30km～

53,565

南相馬市
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