
別紙

企業立地促進区域【双葉町】 令和４年８月３０日時点

１．避難解除区域及び現に避難指示であって法第４条第４号ハに掲げる指示であるものの対象となっている区域

大字 字 地番
両竹 全域 -
中野 全域 -
中浜 全域 -

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､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

国有林
磐城森林管理署

547林班のうち「に」及び「ほ」の区域

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））
東日本旅客鉄道株式会社の鉄道施設の存する区域
新山 字北広町 全域

字本町 全域
字根小屋 全域
字広町 全域
字東舘 全域

字牛踏
15番地2､16番地1､18番地､18番地2､20番地1､23番地1､25番地1､90番地2､
91番地2から4､93番地3､95番地2､104番地1､110番地1､111番地1､113番地
1､114番地

字前沖 6番地から10番地、28番地、98番地

字蓬田

1番地1､4番地1､5番地､7番地1､7番地3から4､8番地1から2､9番地1､9番地
3､10番地1､10番地3から5､11番地1､11番地3から7､13番地1､14番地1から
2､15番地1､16番地1､17番地1､17番地3から4､18番地1､18番地3から6､19番
地1､19番地4から5､20番地1､20番地4から5､21番地1､21番地3から7､22番
地1､23番地1､24番地1､25番地1､27番地1､27番地3､28番地1､28番地3から
4､34番地4から5

字下条 全域
字久保前 全域
字天王下 全域

字高万廹
111番地1､111番地4から7､112番地1､116番地1､116番地5､119番地1､119番
地3､120番地3から4､121番地1､121番地3､130番地1､130番地3から5､132番
地1から3､175番地1､175番地10から12

字清戸廹

1番地1から2､2番地1から2､20番地1から3､21番地1から6､24番地2､25番地
2､28番地2､64番地2､65番地2､70番地2から3､71番地2､74番地2､244番地2､
245番地1から2､249番地1から6､253番地1から2､257番地1から2､267番地､
271番地､278番地から280番地､284番地から288番地､289番地1､292番地1
から2､293番地､296番地､296番地2､297番地､297番地2､302番地､304番地
2､305番地､307番地､308番地1から2､309番地､370番地2､371番地1から2､
382番地

前田 字舘下 全域
字大畑 全域
字善能寺 全域
字別当内 全域
字一丁木 全域
字大畑前 全域
字栗崎 全域
字高田 全域
字桜町 全域
字下古川 全域
字稲荷前 全域
字結ノ内 全域
字五反田 全域
字大光内 全域

字椚内

1番地1､3番地､4番地1､5番地1､6番地から8番地､9番地1から2､10番地から
12番地､13番地1から3､15番地1､15番地3､16番地1､18番地1､19番地から22
番地､23番地1から2､24番地1から3､25番地3､35番地3､38番地1から2､40番
地1から2､44番地3､45番地2､76番地 ､92番地

対象区域
認定期限

（参考）
避難指示解除

R9.3.3 R2.3.4

R11.8.29 R4.8.30

R11.8.29 R4.8.30
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字坂下

14番地5､15番地4から5､16番地1から2､17番地1から2､18番地1から2､19番
地1､19番地4から5､20番地1､20番地4から6､21番地1､21番地4から5､22番
地1､22番地4､23番地1､24番地から28番地､29番地1､30番地3､31番地2､33
番地1､33番地3､34番地から38番地､39番地1から2､43番地1､45番地､47番
地1､48番地1､49番地1､50番地から52番地､53番地1から2､54番地1から2､
55番地1から2､57番地､58番地1から6､59番地1から3､60番地､64番地1､64
番地4から8､65番地1から2､66番地1､67番地1､67番地4､68番地1､69番地1､
69番地4､71番地1､71番地3から5､71番地10から11､138番地1から2､139番
地1から2､142番地2､143番地1､143番地4､144番地4､144番地6､145番地1､
146番地1から2､146番地7､147番地2から3､209番地から211番地

字前川原 全域
字下川原 全域
字阿弥陀下 全域
字反町 全域

水沢 字沢田

1番地1から3､2番地1から3､3番地1から3､4番地1から2､5番地､6番地1から
2､7番地1から2､8番地1から2､10番地2､14番地1から2､15番地､16番地1､17
番地1から2､18番地1から2､23番地､24番地､25番地1から2､26番地1から2､
27番地1から2､28番地1から4､55番地､56番地､56番地2､57番地1から2､59
番地1から2､74番地から76番地､78番地､79番地1から2､80番地1から2､81
番地､83番地1から2､90番地1から2､91番地1､93番地1､93番地3､96番地1､
96番地3から4､106番地､108番地､109番地1から3､109番地5から6､110番地
1から2､111番地､119番地1から4､120番地1､121番地1､122番地1､123番地､
129番地､141番地1から5､143番地から146番地

字前田 1番地､3番地､6番地から10番地､16番地1､19番地､20番地1から6
字火ノ廹 47番地
字山神前 56番地､82番地

目廹 字愛宕下
1番地1から3､7番地2､14番地､20番地1から2､23番地1､23番地4から5､27番
地1､29番地1､30番地1､31番地1､32番地､32番地2､33番地､34番地1から2､
37番地1､41番地4､43番地2､174番地2､201番地

字野竹内 5番地､6番地2から3

字前田
2番地1､3番地1､4番地1､5番地1､7番地1､7番地3､8番地1から2､10番地､11
番地､12番地1､13番地1､14番地1から2､15番地1､16番地1､16番地3から4､
18番地3､19番地3､20番地3､21番地4

字長廹

1番地1から2､2番地1から2､3番地1から2､6番地1から2､7番地1から2､9番
地1から2､10番地1から3､12番地､14番地1､14番地4から7､23番地2､32番地
1から2､33番地1から2､34番地､34番地1から2､35番地､37番地1から3､38番
地1から4､39番地2から3､41番地1､41番地3､45番地3､47番地から49番地､
55番地2､57番地､58番地3から6､65番地から70番地､74番地1から3､86番地
1から2､87番地､89番地､90番地2から3､90番地6から9､91番地1から2

長塚 字谷沢町 全域
字観音堂 全域
字三ノ宮 全域
字寺内前 全域
字町東 全域
字町西 全域
字鬼木 全域
字町 全域
字町裏 全域
字深谷 全域
字蛭子堂 全域
字原田 全域
字北目 全域
字越田 全域
字西宮下 全域

字上廹
42番地､68番地､71番地1から2､74番地､75番地､75番地2､87番地1から4､88
番地､90番地､211番地1､212番地1から7､213番地1から3､214番地､216番地
1､216番地3から4､217番地､217番地2､276番地

字寺内廹 全域
字福田廹 150番地5

下羽鳥 字川原廹
30番地から32番地､34番地2､35番地､37番地､55番地､63番地1､77番地､78
番地､80番地から82番地､82番地2

字清水廹 144番地1
字豊田 全域
字益田 全域
字南菅町 全域
字南札立場 全域

字朴廹
2番地2､3番地1､7番地､8番地､11番地､12番地､23番地､24番地､24番地1､31
番地､34番地､37番地から40番地､48番地､50番地1から3､56番地

字南廹

1番地､10番地､11番地1から2､14番地､16番地2､17番地1から2､20番地､22
番地､26番地､28番地､30番地､34番地､38番地､40番地1､42番地､43番地1､
46番地1､48番地1､49番地1､50番地1､51番地1､52番地1､53番地1､57番地1､
58番地1､59番地1､60番地､64番地､69番地1､70番地､71番地､72番地1から
2､79番地2､84番地､86番地､97番地から99番地､99番地1､103番地､108番
地､109番地､112番地､115番地から119番地､121番地､122番地､122番地1､
124番地から128番地､130番地から135番地､138番地､139番地､146番地､
148番地から150番地､152番地､154番地､165番地､169番地､174番地､181番
地､184番地､188番地､189番地1､207番地､260番地2､481番地､482番地2､
510番地

字北沖 全域

R11.8.29 R4.8.30

R11.8.29 R4.8.30

R11.8.29 R4.8.30

R11.8.29 R4.8.30

R11.8.29 R4.8.30
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字台

2番地1､6番地1から2､55番地､56番地､58番地､61番地､65番地､67番地､69
番地1から2､71番地､73番地2､79番地､80番地2から3､82番地4､84番地､85
番地､87番地､90番地､91番地､93番地､94番地､94番地2､95番地､96番地､98
番地から102番地､103番地1から2､104番地､108番地2､111番地､117番地､
124番地1から3､133番地､144番地1から3､146番地から148番地､153番地､
156番地1､157番地1､158番地から162番地

上羽鳥

字大道

1番地1､3番地､11番地､12番地､14番地から18番地､19番地1､21番地1から
2､22番地､23番地､123番地､126番地1､182番地､184番地1から3､185番地1
から2､186番地､187番地1から2､188番地1から2､189番地､190番地2､192番
地1から2､193番地から196番地､202番地1から2､213番地､215番地1から2､
216番地1から2､217番地1から2､218番地2､219番地､220番地1から2､221番
地､221番地2､222番地1から2､224番地1から7､225番地2から3､226番地1か
ら2､250番地1から2､350番地1から2､351番地､351番地1､353番地から355
番地､359番地､360番地1､361番地1､362番地､364番地2､365番地､367番地
2､368番地､369番地1から2､370番地､371番地1から2､371番地4から7､371
番地9から15､372番地､373番地1から2､374番地1から2､376番地1から2､
378番地1から2､379番地3から8､380番地1､380番地3､380番地6から9､381
番地､382番地1から2､384番地1から5､387番地､388番地1から3､389番地､
391番地から393番地､397番地1､397番地3､398番地､458番地､459番地1か
ら3､527番地から533番地､534番地1から2､535番地から538番地､539番地1
から3､540番地から550番地､552番地､553番地､554番地1から2､555番地､
556番地､557番地1から3､558番地1から3､559番地1から2､560番地から565
番地､566番地1から2､567番地1から4､568番地1から2､569番地1から2､570
番地から573番地､574番地1から2､575番地1から3､576番地から586番地､
587番地1から2､588番地､589番地1から2､590番地1から2､591番地から594
番地､595番地1から3､596番地､597番地､598番地1から2､599番地､603番
地､604番地､610番地､611番地1から2､612番地から626番地､641番地､662
番地から701番地

字反町 137番地

字榎内

6番地1､7番地1､8番地1､11番地､16番地､17番地､20番地2､22番地2､37番地
2､40番地1､41番地1､59番地､60番地､65番地3､65番地5､67番地から72番
地､73番地1から2､74番地､75番地､76番地2､76番地4､77番地､78番地2､130
番地､131番地､133番地から135番地､136番地2､138番地､140番地､143番
地､144番地1､145番地1､146番地1､148番地1､149番地1､150番地1､151番
地､152番地､154番地1から4､156番地､156番地1､160番地1､160番地3から
4､161番地､162番地3から5､164番地1､164番地4､165番地､169番地から171
番地､173番地､174番地､176番地1､205番地1､208番地､209番地1､209番地
3､214番地､215番地1から2､216番地から219番地､221番地､222番地､222番
地2から3､223番地1から2､224番地2から4､233番地1から2､236番地､237番
地1から4､240番地､241番地1から5､242番地1から2､243番地3から5､245番
地1から2､246番地､250番地､251番地1､252番地1､253番地1､253番地4､254
番地1から2､255番地､257番地1から2､258番地､259番地1から2､263番地､
264番地1から2､265番地1から2､266番地1から2､267番地1から3､268番地､
269番地､270番地1から2､271番地､272番地1､273番地､274番地1から3､275
番地1から2､276番地から282番地､283番地1から2､284番地から289番地､
290番地1から2､291番地から297番地､298番地1から3､305番地から308番
地､309番地1から4､310番地から316番地､320番地から341番地

字沢入
409番地､547番地1から2､548番地､549番地1から2､550番地､593番地 ､594
番地､645番地から647番地

字猿田沖 全域

字官福
70番地､71番地､74番地､77番地1､78番地1､78番地3､79番地2､85番地1から
3

松倉 字葉ノ木谷地
171番地2､171番地5から6､172番地1､241番地2から3､242番地1から3､242
番地5､243番地､259番地2から4､259番地6

鴻草 字中ノ廹
1番地､6番地､7番地1､7番地38から39､114番地2､116番地､119番地1から3､
120番地1､120番地4から6､144番地から146番地

中田 字マミ穴 183番地
字舘腰 全域
字廹間田 全域
字西廹 1番地､2番地､4番地､6番地から8番地､9番地1から2､65番地2から3
字北向 全域

字大佛前

1番地1､1番地3､2番地1から2､6番地､8番地1から2､9番地1から3､9番地5か
ら6､10番地1､10番地3､11番地1から2､12番地1から2､18番地1から3､19番
地､21番地1から2､22番地､37番地､37番地2､110番地から114番地､116番
地､124番地から127番地､134番地1から2､135番地1から2､136番地1から5､
137番地1から4､138番地1から3､139番地1から2､140番地

字南芹川 全域
字宮田 全域
字川原田 全域
字北芹川 全域
字宮田前 全域

R11.8.29

R11.8.29 R4.8.30

R4.8.30

R11.8.29 R4.8.30

R11.8.29 R4.8.30
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R4.8.30に避難指示が解除された土地に接する道路(隣接する部分に限る)､常磐自動車道､国道6号､
県道井手長塚線､町道双葉ｲﾝﾀｰ線､町道唐沢･大木沢線(大字寺沢字唐沢300番3地先から大字寺沢字
唐沢302番4地先まで)､町道前田･水沢線(大字水沢字前田14番1地先から大字水沢字山神前1番地先
まで)､町道西廹･ﾏﾐ穴線(大字中田字大佛前130番地先から大字中田字ﾏﾐ穴183番地先まで)､町道椚
内･坂下線(大字前田字椚内76番地先から大字前田字坂下31番1地先まで)､町道保手倉線(大字上羽
鳥字大道603番地先から大字上羽鳥字反町137番地先まで)､町道上羽鳥･石熊線(大字上羽鳥字沢入
644番地先から大字上羽鳥字沢入593番地先まで)､町道新山･鴻草線(大字鴻草字中ﾉ廹1番地先から
大字鴻草字中ﾉ廹120番1地先まで)､道(大字水沢字火ﾉ廹47番地先から大字前田字椚内35番1地先ま
で)及び道(大字目廹字長廹45番1地先から大字目廹字長廹65番地先まで)

R11.8.29 R4.8.30


