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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→国49

県41（※1）→県66→県13→県42（※1）→国49

県41（※1）→県66→県13→磐越道→東北道→国49

国6（または、県41→県35→常磐道）→国289（※1）→国118→県141→国49

県41→県35→常磐道→磐越道→国49

国6→国49→県293（※1）→県54

県41（※1）→県66→県13→県42（※1）→国49→県293（※1）→県54

国6（または、県41→県35→常磐道）→国289（※1）→国118

国6→国49→県42（あぶくま）→国118

県41→県35→常磐道→磐越道→東北道→国118

県41→県35→常磐道→磐越道→県42（あぶくま）→国118

国6→国49→県40（※2）

県41（※1）→県66→県13→国349→国288

県41（※1）→県66→県13→磐越道→国288

国6（または、県41→県35→常磐道）→国289（※1）→国118→県141→国49→
県40（※2）

国6（または、県41→県35→常磐道）→国289（※1）→国118→県42（あぶくま）
→東北道→磐越道→国288

県41→県35→常磐道→磐越道→国288

県14→県11→国294→国289→国401

県20→国49→県293（※1）→県54→国118→国121→国289→国401

県20→県10→国289（※1）→国401

県14→県11→国294→国289

県20→国49→県293（※1）→県54→国118→国121→国289

県20→県10→国289（※1）

県14→県11→国294→国289

県20→国49→県293（※1）→県54→国118→国121→国289

県20→県10→国289（※1）

国399→市（好間工業団地経由）→国49→国252

県41（※1）→県66→県13→国349→国288→国49→国252

県41（※1）→県66→県13→磐越道→国252

国399→市道（内郷平線）→国49→国6→国289（※1）→国118→国49→国252

国399→市（好間工業団地経由）→常磐道→磐越道→国252

国399→市（好間工業団地経由）→国49→国252

県41（※1）→県66→県13→国349→国288→国49→国252

県41（※1）→県66→県13→磐越道→国252

国399→市道（内郷平線）→国49→国6→国289（※1）→国118→国49→国252

国399→市（好間工業団地経由）→常磐道→磐越道→国252

国399→市（好間工業団地経由）→国49→国252

県41（※1）→県66→県13→国349→国288→国49→国252

県41（※1）→県66→県13→磐越道→国252

6,100

桧枝岐村 500

只見町 1,000

市町村名 地区 対象人口

避難元市町村

15,200

いわき市

遠野

四倉

避難先市町村

市町村名

三春町 5,300

柳津町 2,500

南会津町 4,600

受入数

郡山市 1,100

須賀川市 8,800

三島町 1,600

1,600金山町

7,300小川

西側への避難（２２国調）

（※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。



主な避難ルート

（国：国道、県：県道、市：市道、○○道：○○自動車道）
市町村名 地区 対象人口

避難元市町村 避難先市町村

市町村名 受入数

国399→市道（内郷平線）→国49→国6→国289（※1）→国118→国49→国252

国399→市（好間工業団地経由）→常磐道→磐越道→国252

国399→市（好間工業団地経由）→国49→国252→国400

県41（※1）→県66→県13→国349→国288→国49→国252→国400

県41（※1）→県66→県13→磐越道→国252→国400

国399→市道（内郷平線）→国49→国6→国289（※1）→国118→国49→国252
→国400

国399→市（好間工業団地経由）→常磐道→磐越道→国252→国400

国49

常磐道（または、国49→国6）→国289（※1）→国118

常磐道→磐越道→国49

国49

常磐道（または、国49→国6）→国289（※1）→国4

常磐道→磐越道→国49

国49→国121

常磐道（または、国49→国6）→国289（※1）→国118→国121

常磐道→磐越道→国121

国49→国115

常磐道（または、国49→国6）→国289（※1）→国118→国49→国115

常磐道→磐越道→国115

国49→国121

常磐道（または、国49→国6）→国289（※1）→国118→国121

常磐道→磐越道→国121

国49→国121→国459

常磐道（または、国49→国6）→国289（※1）→国118→国121→国459

常磐道→磐越道→国121→国459

国49→県64→県7

常磐道（または、国49→国6）→国289（※1）→国118→国49→県64→県7

常磐道→磐越道→県64→県7

国49

国49→国349→国288→国49

県135（※1）→県71→国118

磐越道→国49

国49→国121

国49→国349→国288→国49→国121

県135（※1）→県71→国118→国49→国121

磐越道→国121

13,400

3,500

会津若松市 3,200

郡山市 1,600

喜多方市

いわき市

会津若松市 1,600

喜多方市 500

猪苗代町 2,500

湯川村 800

北塩原村 900

1,600

3,500

磐梯町 900

金山町

小川

昭和村

好間

三和

（※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。



主な避難ルート

（国：国道、県：県道、市：市道、○○道：○○自動車道）
市町村名 地区 対象人口

避難元市町村 避難先市町村

市町村名 受入数

国49

国49→国349→国288→国49

県135（※1）→県71→国118→国49

磐越道→国49

国49

国49→国349→国288→国49

県135（※1）→県71→国118→国49

磐越道→国49

国289

県71→県134（※1）→県20（※1）→国49→県293（※1）→県54→国4→国118

県71（※1）→国118

国289

県71→県134（※1）→県20（※1）→国49→県293（※1）→県54→国4→国118
→国289

県71（※1）→国118→国289

県41（※1）→県42→国49→国121

県41（※1）→県358→国349→県275→県274→県71→国118→国289→国118
→国49→国121

県41（※1）→県66→県13→国349→国288→国4→国49→国121

県41（※1）→県66→県13→磐越道→国121

県41（※1）→県42→国49

県41（※1）→県358→国349→県275→県274→県71→国118→国289→国118
→国49

県41（※1）→県66→県13→国349→国288→国4→国49

県41（※1）→県66→県13→磐越道→国49

国6→国49→県293（※1）→県54

国6→県41（※1）→県66→県13→県42→国49→県293（※1）→県54

国6（または、→県245→常磐道）→国289（※1）→国118

国6→県245→常磐道→磐越道→東北道→国118

国6→県245→常磐道→磐越道→県42（あぶくま）→国118

国6→国49→県42（あぶくま）→国118

国6→国49→県293（※1）→県54→国118→国4

国6→県41（※1）→県66→県13→県42→国49→県293（※1）→県54→国4

国6（または、→県245→常磐道）→国289（※1）→国118→国4

国6→県245→常磐道→磐越道→東北道→県289

国6→県245→常磐道→磐越道→県42（あぶくま）→国4

国6→国49→県42（あぶくま）→国4

1,000

1,500

いわき市

久之浜・大
久

西会津町 500

下郷町 1,000

南会津町

3,100

鏡石町

900会津坂下町

喜多方市 200

西会津町 1,200

田人

川前

2,000

1,400

5,800

須賀川市

三和

（※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。



主な避難ルート

（国：国道、県：県道、市：市道、○○道：○○自動車道）

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

国6→国49→県293（※1）→県54→国118→国4→県58→国294

国6→県41（※1）→県66→県13→県42→国49→県293（※1）→県54→国4→
県118→国294

国6（または、→県245→常磐道）→国289（※1）→国4→国294

国6→県245→常磐道→磐越道→東北道→県289

国6→県245→常磐道→磐越道→県42（あぶくま）→県58→国294

国6→国49→県42（あぶくま）→県58→国294

長岡市

柏崎市

見附市

出雲崎町

小千谷市

十日町市

魚沼市

南魚沼市

湯沢町

津南町

新潟市（北
区、東区、中
央区、西区）

新発田市

村上市

胎内市

聖籠町

関川村

新潟市（江南
区、秋葉区）

五泉市

阿賀野市

阿賀町

新潟市（南
区、西蒲区）

燕市

弥彦村

三条市

加茂市

田上町

342,800

26,900

いわき市計

磐越道
国４９

小名浜 77,500 77,500

勿来 50,600 50,600

常磐 34,900 34,900

いわき市

久之浜・大
久

天栄村 1,200

平 98,200 98,200

内郷 26,900

（※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→国49

県41（※1）→県66→県13→県42（※1）→国49

県41（※1）→県66→県13→磐越道→東北道→国49

国6（または、県41→県35→常磐道）→国289（※1）→国118→県141→国49

県41→県35→常磐道→磐越道→国49

国6→国49→県293（※1）→県54

県41（※1）→県66→県13→県42（※1）→国49→県293（※1）→県54

国6（または、県41→県35→常磐道）→国289（※1）→国118

国6→国49→県42（あぶくま）→国118

県41→県35→常磐道→磐越道→東北道→国118

県41→県35→常磐道→磐越道→県42（あぶくま）→国118

国6→国49→県40（※2）

県41（※1）→県66→県13→国349→国288

県41（※1）→県66→県13→磐越道→国288

国6（または、県41→県35→常磐道）→国289（※1）→国118→県141→国49→県40（※
2）

国6（または、県41→県35→常磐道）→国289（※1）→国118→県42（あぶくま）→東北
道→磐越道→国288

県41→県35→常磐道→磐越道→国288

県14→県11→国294→国289→国401

県20→国49→県293（※1）→県54→国118→国121→国289→国401

県20→県10→国289（※1）→国401

県14→県11→国294→国289

県20→国49→県293（※1）→県54→国118→国121→国289

県20→県10→国289（※1）

県14→県11→国294→国289

県20→国49→県293（※1）→県54→国118→国121→国289

県20→県10→国289（※1）

国399→市（好間工業団地経由）→国49→国252

県41（※1）→県66→県13→国349→国288→国49→国252

県41（※1）→県66→県13→磐越道→国252

国399→市道（内郷平線）→国49→国6→国289（※1）→国118→国49→国252

国399→市（好間工業団地経由）→常磐道→磐越道→国252

国399→市（好間工業団地経由）→国49→国252

県41（※1）→県66→県13→国349→国288→国49→国252

県41（※1）→県66→県13→磐越道→国252

国399→市道（内郷平線）→国49→国6→国289（※1）→国118→国49→国252

国399→市（好間工業団地経由）→常磐道→磐越道→国252

国399→市（好間工業団地経由）→国49→国252

県41（※1）→県66→県13→国349→国288→国49→国252

県41（※1）→県66→県13→磐越道→国252

国399→市道（内郷平線）→国49→国6→国289（※1）→国118→国49→国252

国399→市（好間工業団地経由）→常磐道→磐越道→国252

いわき
市

遠野 6,100

小川 7,300

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

四倉 15,600

郡山市 10,000

須賀川市 3,000

三春町 2,600

柳津町 2,500

三島町 1,600

金山町 1,600

桧枝岐村 500

只見町 1,000

南会津町 4,600

西側への避難（現況）

（※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。



主な避難ルート

（国：国道、県：県道、市：市道、○○道：○○自動車道）

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

国399→市（好間工業団地経由）→国49→国252→国400

県41（※1）→県66→県13→国349→国288→国49→国252→国400

県41（※1）→県66→県13→磐越道→国252→国400

国399→市道（内郷平線）→国49→国6→国289（※1）→国118→国49→国252→国400

国399→市（好間工業団地経由）→常磐道→磐越道→国252→国400

国49

常磐道（または、国49→国6）→国289（※1）→国118

常磐道→磐越道→国49

国49

常磐道（または、国49→国6）→国289（※1）→国4

常磐道→磐越道→国49

国49→国121

常磐道（または、国49→国6）→国289（※1）→国118→国121

常磐道→磐越道→国121

国49→国115

常磐道（または、国49→国6）→国289（※1）→国118→国49→国115

常磐道→磐越道→国115

国49→国121

常磐道（または、国49→国6）→国289（※1）→国118→国121

常磐道→磐越道→国121

国49→国121→国459

常磐道（または、国49→国6）→国289（※1）→国118→国121→国459

常磐道→磐越道→国121→国459

国49→県64→県7

常磐道（または、国49→国6）→国289（※1）→国118→国49→県64→県7

常磐道→磐越道→県64→県7

国49→国121

国49→国349→国288→国49→国121

県135（※1）→県71→国118→国49→国121

磐越道→国121

国49

国49→国349→国288→国49

県135（※1）→県71→国118→国49

磐越道→国49

国49

国49→国349→国288→国49

県135（※1）→県71→国118→国49

磐越道→国49

国289

県71→県134（※1）→県20（※1）→国49→県293（※1）→県54→国4→国118

県71（※1）→国118

国289

県71→県134（※1）→県20（※1）→国49→県293（※1）→県54→国4→国118→国289

県71（※1）→国118→国289

いわき
市

好間 14,800

三和 3,500

田人 2,000

小川 昭和村 1,600

会津若松市 4,300

郡山市 1,600

喜多方市 3,700

猪苗代町 2,500

湯川村 900

北塩原村 900

磐梯町 900

500

西会津町 500

会津坂下町 2,500

喜多方市

下郷町 1,000

南会津町 1,000

（※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。



主な避難ルート

（国：国道、県：県道、市：市道、○○道：○○自動車道）

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

県41（※1）→県42→国49→国121

県41（※1）→県358→国349→県275→県274→県71→国118→国289→国118→国49
→国121

県41（※1）→県66→県13→国349→国288→国4→国49→国121

県41（※1）→県66→県13→磐越道→国121

県41（※1）→県42→国49

県41（※1）→県358→国349→県275→県274→県71→国118→国289→国118→国49

県41（※1）→県66→県13→国349→国288→国4→国49

県41（※1）→県66→県13→磐越道→国49

国6→国49→県293（※1）→県54

国6→県41（※1）→県66→県13→県42→国49→県293（※1）→県54

国6（または、→県245→常磐道）→国289（※1）→国118

国6→県245→常磐道→磐越道→東北道→国118

国6→県245→常磐道→磐越道→県42（あぶくま）→国118

国6→国49→県42（あぶくま）→国118

国6→国49→県293（※1）→県54→国118→国4

国6→県41（※1）→県66→県13→県42→国49→県293（※1）→県54→国4

国6（または、→県245→常磐道）→国289（※1）→国118→国4

国6→県245→常磐道→磐越道→東北道→県289

国6→県245→常磐道→磐越道→県42（あぶくま）→国4

国6→国49→県42（あぶくま）→国4

国6→国49→県293（※1）→県54→国118→国4→県58→国294

国6→県41（※1）→県66→県13→県42→国49→県293（※1）→県54→国4→県118→
国294

国6（または、→県245→常磐道）→国289（※1）→国4→国294

国6→県245→常磐道→磐越道→東北道→県289

国6→県245→常磐道→磐越道→県42（あぶくま）→県58→国294

国6→国49→県42（あぶくま）→県58→国294

いわき
市

喜多方市 200

西会津町 1,000

須賀川市 3,100

鏡石町 1,300

天栄村 1,000

1,200川前

久之
浜・大
久

5,400

（※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。



主な避難ルート

（国：国道、県：県道、市：市道、○○道：○○自動車道）

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

長岡市 18,000

柏崎市 19,000

見附市 9,700

出雲崎町 1,700

小千谷市 3,700

十日町市 19,000

魚沼市 17,000

南魚沼市 13,000

湯沢町 1,000

津南町 2,000

新潟市（北
区、東区、中
央区、西区）

42,300

新発田市 20,000

村上市 10,200

胎内市 3,800

聖籠町 4,200

関川村 3,300

51,200
新潟市（江南
区、秋葉区）

15,800

五泉市 18,700

阿賀野市 12,000

阿賀町 4,700

新潟市（南
区、西蒲区）

17,700

燕市 17,200

弥彦村 1,900

三条市 18,900

加茂市 7,800

田上町 1,700

360,200

28,400

いわき市計

いわき
市

磐越道
国４９

小名浜 83,800

勿来

常磐 36,800

内郷

平 104,100

（※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（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）

土浦市

石岡市

取手市

牛久市

つくば市

守谷市

かすみがうら市

つくばみらい市

阿見町

古河市

結城市

下妻市

筑西市

桜川市

八千代町

日立市

常陸太田市

ひたちなか市

那珂市

水戸市

小美玉市

茨城町

常総市

坂東市

五霞町

境町

稲敷市

美浦村

遠野 6,100 笠間市 6,100

小川 7,300 龍ケ崎市 7,300

潮来市

行方市

三和 3,500 龍ケ崎市 3,500

田人 2,000 城里町 2,000

川前 1,400 利根町 1,400

久之浜・大久 5,800 河内町 5,800

342,800いわき市計

国6
国３４９
常磐道

勿来

26,900 26,900

四倉

好間

15,200 15,200

13,400 13,400

内郷

98,200

小名浜 77,500 77,500

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

いわき市

平 98,200

50,600 50,600

常磐 34,900 34,900

南側への避難（２２国調）



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）

土浦市 15,000

石岡市 15,100

取手市 21,300

牛久市 14,200

つくば市 13,100

守谷市 4,100

かすみがうら市 6,600

つくばみらい市 8,100

阿見町 6,600

古河市 18,800

結城市 9,400

下妻市 8,300

筑西市 27,700

桜川市 13,500

八千代町 6,000

日立市 14,700

常陸太田市 10,700

ひたちなか市 16,600

那珂市 9,200

水戸市 24,400

小美玉市 7,300

茨城町 5,100

常総市 13,600

坂東市 7,800

五霞町 1,700

境町 5,300

稲敷市 12,900

美浦村 2,700

遠野 6,100 笠間市 6,100

小川 7,300 龍ケ崎市 7,300

潮来市 9,400

行方市 5,300

三和 3,500 龍ケ崎市 3,500

田人 2,000 城里町 2,000

川前 1,400 利根町 1,400

久之浜・大久 5,400 河内町 5,400

360,200いわき市計

四倉 15,600

好間 14,700

いわき市

平 104,100

国6
国３４９
常磐道

小名浜 83,700

内郷 28,400

勿来 51,200

常磐 36,800

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

南側への避難（現況）













参考資料１-（２）避難ルート図
いわき市→新潟県

磐越道 

国４９ 



参考資料１-（２）避難ルート図
いわき市→茨城県

常磐道 

国６ 

国３４



参考資料１－（３）避難先（避難中継所）の割り振り一覧

避難先市町村 避難中継所 避難先市町村 避難中継所
平第1区 つくばみらい市 つくばみらい市総合運動公園 見附市 道の駅 パティオにいがた
平第2区 つくばみらい市 つくばみらい市総合運動公園 見附市 道の駅 パティオにいがた
平第3区（紺屋町区内会） つくばみらい市 つくばみらい市総合運動公園 見附市 道の駅 パティオにいがた
平第4区内会 つくばみらい市 つくばみらい市総合運動公園 見附市 道の駅 パティオにいがた
平壱町目（平第5区） つくばみらい市 つくばみらい市総合運動公園 見附市 道の駅 パティオにいがた
平第6区　平２町目区内会 つくばみらい市 つくばみらい市総合運動公園 見附市 道の駅 パティオにいがた
平第7区 三町目三和会 守谷市 茨城県立守谷高等学校 十日町市 道の駅 クロス10十日町
平第8区 守谷市 茨城県立守谷高等学校 十日町市 道の駅 クロス10十日町
平第9区 守谷市 茨城県立守谷高等学校 十日町市 道の駅 クロス10十日町
平第10区　新川町新和会 守谷市 茨城県立守谷高等学校 十日町市 道の駅 クロス10十日町
平第11区 つくばみらい市 つくばみらい市総合運動公園 見附市 道の駅 パティオにいがた
平第12区 つくばみらい市 つくばみらい市総合運動公園 見附市 道の駅 パティオにいがた
平第13区 守谷市 茨城県立守谷高等学校 十日町市 道の駅 クロス10十日町
平第14区 つくばみらい市 つくばみらい市総合運動公園 見附市 道の駅 パティオにいがた
平第15区 つくばみらい市 つくばみらい市総合運動公園 見附市 道の駅 パティオにいがた
平第16区区内会 つくばみらい市 つくばみらい市総合運動公園 見附市 道の駅 パティオにいがた
平第17区 つくばみらい市 つくばみらい市総合運動公園 見附市 道の駅 パティオにいがた
いわき市平第18区区内会 守谷市 茨城県立守谷高等学校 十日町市 道の駅 クロス10十日町
平第19区 守谷市 茨城県立守谷高等学校 十日町市 道の駅 クロス10十日町
平第20区 守谷市 茨城県立守谷高等学校 十日町市 道の駅 クロス10十日町
白銀第廿一区区内会 守谷市 茨城県立守谷高等学校 十日町市 道の駅 クロス10十日町
平第22区・大工町区内会 守谷市 茨城県立守谷高等学校 十日町市 道の駅 クロス10十日町
搔槌小路区内会 つくばみらい市 つくばみらい市総合運動公園 見附市 道の駅 パティオにいがた
平第24区城山会 つくばみらい市 つくばみらい市総合運動公園 見附市 道の駅 パティオにいがた
平第25区区内会 つくばみらい市 つくばみらい市総合運動公園 見附市 道の駅 パティオにいがた
平第26区区内会 土浦市 霞ヶ浦総合公園 十日町市 道の駅 クロス10十日町
平第27区（北目町内会） つくばみらい市 つくばみらい市総合運動公園 見附市 道の駅 パティオにいがた
平第28区々内会 守谷市 茨城県立守谷高等学校 十日町市 道の駅 クロス10十日町
平29区　上平窪 取手市 藤代スポーツセンター 魚沼市 小出郷文化会館
平第30区（中平窪） 取手市 藤代スポーツセンター 魚沼市 小出郷文化会館
下平窪区（平31区） 取手市 藤代スポーツセンター 魚沼市 小出郷文化会館
中塩区 取手市 取手グリーンスポーツセンター 魚沼市 魚沼市役所堀之内庁舎
石森 取手市 取手グリーンスポーツセンター 魚沼市 魚沼市役所堀之内庁舎
四ツ波区 取手市 取手グリーンスポーツセンター 魚沼市 魚沼市役所堀之内庁舎
平第34区 取手市 取手グリーンスポーツセンター 魚沼市 魚沼市役所堀之内庁舎
平第35区 つくばみらい市 つくばみらい市総合運動公園 見附市 道の駅 パティオにいがた
いわき市平第36区区内会 守谷市 茨城県立守谷高等学校 十日町市 道の駅 クロス10十日町
平第37区（北白土） 土浦市 霞ヶ浦総合公園 十日町市 道の駅 クロス10十日町
作町区 土浦市 霞ヶ浦総合公園 十日町市 道の駅 クロス10十日町
愛谷町町内会 土浦市 霞ヶ浦総合公園 十日町市 道の駅 クロス10十日町
南白土（平38区） 土浦市 霞ヶ浦総合公園 十日町市 道の駅 クロス10十日町
八ツ坂団地 かすみがうら市 かすみがうら市わかぐり運動公園 小千谷市 総合体育館
平第39区（谷川瀬区） 土浦市 霞ヶ浦総合公園 十日町市 道の駅 クロス10十日町
平第40区（上荒川区） 阿見町 中央公民館 柏崎市 道の駅 西山ふるさと公苑
平第41区（下荒川区） かすみがうら市 かすみがうら市わかぐり運動公園 小千谷市 総合体育館
平第42区　中山自治会 かすみがうら市 かすみがうら市わかぐり運動公園 小千谷市 総合体育館
平第43区（平小泉） かすみがうら市 かすみがうら市わかぐり運動公園 小千谷市 総合体育館
平第44区 石岡市 石岡運動公園 柏崎市 柏崎市総合体育館
平第45区 石岡市 石岡運動公園 柏崎市 柏崎市総合体育館
中神谷西 牛久市 牛久市中央生涯学習センター 南魚沼市 南魚沼市民会館
中神谷北 牛久市 牛久市中央生涯学習センター 南魚沼市 南魚沼市民会館
中神谷南 牛久市 牛久市中央生涯学習センター 南魚沼市 南魚沼市民会館
平第47区（塩） 取手市 取手グリーンスポーツセンター 津南町 津南町総合センター
平第48区鎌田 取手市 取手グリーンスポーツセンター 津南町 津南町総合センター
平第49区上神谷 牛久市 牛久市中央生涯学習センター 南魚沼市 南魚沼市民会館
平第50区 牛久市 牛久運動公園 出雲崎町 ふれあいの里
平第51区（下片寄） 牛久市 牛久運動公園 出雲崎町 ふれあいの里
平第52区 つくばみらい市 つくばみらい市総合運動公園 見附市 道の駅 パティオにいがた
平第53区 土浦市 霞ヶ浦総合公園 十日町市 道の駅 クロス10十日町
平第54区　幕ノ内 取手市 取手グリーンスポーツセンター 魚沼市 魚沼市役所堀之内庁舎
平第55区 取手市 取手グリーンスポーツセンター 魚沼市 魚沼市役所堀之内庁舎
明治団地自治会 土浦市 霞ヶ浦総合公園 十日町市 道の駅 クロス10十日町
地縁団体自由ヶ丘区内会 阿見町 中央公民館 柏崎市 道の駅 西山ふるさと公苑
郷ヶ丘一丁目自治会 石岡市 石岡運動公園 柏崎市 柏崎市総合体育館
郷ヶ丘二丁目自治会 石岡市 石岡運動公園 柏崎市 柏崎市総合体育館
郷ヶ丘三丁目自治会 石岡市 石岡運動公園 柏崎市 柏崎市総合体育館

避難元市町村地区名
南方面（茨城県） 西方面（県内、新潟県）

い
わ
き
市
平



避難先市町村 避難中継所 避難先市町村 避難中継所
郷ヶ丘四丁目自治会 石岡市 石岡運動公園 柏崎市 柏崎市総合体育館
久世原団地自治会 阿見町 中央公民館 柏崎市 道の駅 西山ふるさと公苑
豊間区 つくば市 茨城県営洞峰公園（アリーナ） 長岡市 中之島文化センター(中之島体育館)

平薄磯区 つくば市 茨城県営洞峰公園（アリーナ） 長岡市 中之島文化センター(中之島体育館)

いわき市平沼ノ内区内会 石岡市 石岡運動公園 長岡市 中之島文化センター(中之島体育館)

いわき市平上山口区 つくば市 茨城県営洞峰公園（アリーナ） 長岡市 中之島文化センター(中之島体育館)

下山口区 つくば市 茨城県営洞峰公園（アリーナ） 長岡市 中之島文化センター(中之島体育館)

神谷作区 石岡市 石岡運動公園 長岡市 中之島文化センター(中之島体育館)

鶴ヶ井区 かすみがうら市 かすみがうら市わかぐり運動公園 長岡市 中之島文化センター(中之島体育館)

平下高久区 かすみがうら市 かすみがうら市わかぐり運動公園 長岡市 中之島文化センター(中之島体育館)

山崎区 牛久市 牛久市中央生涯学習センター 出雲崎町 ふれあいの里
いわき市平菅波区会 牛久市 牛久市中央生涯学習センター 出雲崎町 ふれあいの里
荒田目区 牛久市 牛久市中央生涯学習センター 出雲崎町 ふれあいの里
上大越区 牛久市 牛久市中央生涯学習センター 出雲崎町 ふれあいの里
下大越区 かすみがうら市 かすみがうら市わかぐり運動公園 湯沢町 旧湯沢小学校
藤間区 かすみがうら市 かすみがうら市わかぐり運動公園 湯沢町 旧湯沢小学校
大字泉崎区 牛久市 牛久運動公園 南魚沼市 南魚沼市民会館
下神谷区 牛久市 牛久運動公園 南魚沼市 南魚沼市民会館
赤沼区 牛久市 牛久運動公園 南魚沼市 南魚沼市民会館
六十枚区 牛久市 牛久運動公園 南魚沼市 南魚沼市民会館
原高野 牛久市 牛久運動公園 南魚沼市 南魚沼市民会館
平馬目区 牛久市 牛久運動公園 南魚沼市 南魚沼市民会館
絹谷区 牛久市 牛久運動公園 南魚沼市 南魚沼市民会館
水品区 牛久市 牛久運動公園 南魚沼市 南魚沼市民会館
北神谷 牛久市 牛久運動公園 南魚沼市 南魚沼市民会館
赤井1区 取手市 藤代スポーツセンター 魚沼市 小出郷文化会館
赤井2区 取手市 藤代スポーツセンター 魚沼市 小出郷文化会館
赤井3区 取手市 藤代スポーツセンター 魚沼市 小出郷文化会館
赤井4区 取手市 藤代スポーツセンター 魚沼市 小出郷文化会館
赤井5区 取手市 藤代スポーツセンター 魚沼市 小出郷文化会館
赤井6区 取手市 藤代スポーツセンター 魚沼市 小出郷文化会館
赤井7区 取手市 藤代スポーツセンター 魚沼市 小出郷文化会館
赤井8区 取手市 藤代スポーツセンター 魚沼市 小出郷文化会館
赤井9区 取手市 藤代スポーツセンター 魚沼市 小出郷文化会館
中央台第一団地自治会 石岡市 石岡運動公園 柏崎市 柏崎市総合体育館
中央台飯野一区 石岡市 石岡運動公園 柏崎市 柏崎市総合体育館
中央台飯野二区自治会 石岡市 石岡運動公園 柏崎市 柏崎市総合体育館
中央台鹿島一区 つくば市 茨城県営洞峰公園（アリーナ） 長岡市 中之島文化センター(中之島体育館)

中央台鹿島二区 つくば市 茨城県営洞峰公園（アリーナ） 長岡市 中之島文化センター(中之島体育館)

中央台鹿島三区 つくば市 茨城県営洞峰公園（アリーナ） 長岡市 中之島文化センター(中之島体育館)

中央台鹿島四区自治会 つくば市 茨城県営洞峰公園（アリーナ） 長岡市 中之島文化センター(中之島体育館)

中央台高久１区 つくば市 茨城県営洞峰公園（アリーナ） 長岡市 中之島文化センター(中之島体育館)

中央台高久２区 つくば市 茨城県営洞峰公園（アリーナ） 長岡市 中之島文化センター(中之島体育館)

中央台高久３区町内会 つくば市 茨城県営洞峰公園（アリーナ） 長岡市 中之島文化センター(中之島体育館)

中央台高久４区 つくば市 茨城県営洞峰公園（アリーナ） 長岡市 中之島文化センター(中之島体育館)

平成ニュータウン自治会 阿見町 中央公民館 柏崎市 道の駅 西山ふるさと公苑
栄町 古河市 中央運動公園総合体育館 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

東町（小名浜） 古河市 中央運動公園総合体育館 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

港ヶ丘 古河市 中央運動公園総合体育館 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

古湊 古河市 中央運動公園総合体育館 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

諏訪町 古河市 中央運動公園総合体育館 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

東諏訪 古河市 中央運動公園総合体育館 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

住ヶ谷 古河市 中央運動公園総合体育館 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

後宿 古河市 中央運動公園総合体育館 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

中島（小名浜） 下妻市 下妻市立総合体育館 聖籠町 聖籠町町民会館
中通 下妻市 下妻市立総合体育館 聖籠町 聖籠町町民会館
浜町 下妻市 下妻市立総合体育館 聖籠町 聖籠町町民会館
花畑町 古河市 中央運動公園総合体育館 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

横町(小名浜） 下妻市 下妻市立総合体育館 聖籠町 聖籠町町民会館
本町 下妻市 下妻市立総合体育館 聖籠町 聖籠町町民会館
竹町 下妻市 下妻市立総合体育館 聖籠町 聖籠町町民会館
汐留 下妻市 下妻市立総合体育館 聖籠町 聖籠町町民会館
湘南台 古河市 中央運動公園総合体育館 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

岡小名第一東 古河市 中央運動公園総合体育館 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

岡小名第一南 古河市 中央運動公園総合体育館 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

岡小名第一西 結城市 鹿窪運動公園 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

岡小名第二 結城市 鹿窪運動公園 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟
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避難先市町村 避難中継所 避難先市町村 避難中継所
岡小名第三 下妻市 下妻市立総合体育館 聖籠町 聖籠町町民会館
西町一 下妻市 下妻市立総合体育館 聖籠町 聖籠町町民会館
西町二 下妻市 下妻市立総合体育館 新発田市 サンビレッジ・しばた
西町三 下妻市 下妻市立総合体育館 新発田市 サンビレッジ・しばた
須賀町 下妻市 下妻市立総合体育館 新発田市 サンビレッジ・しばた
東鹿島 下妻市 下妻市立総合体育館 新発田市 サンビレッジ・しばた
西鹿島 筑西市 茨城県立下館第二高等学校 新発田市 新発田市カルチャーセンター

新地第一 筑西市 茨城県立下館第二高等学校 新発田市 新発田市カルチャーセンター

新地第二 筑西市 茨城県立下館第二高等学校 新発田市 新発田市カルチャーセンター

東芳川 筑西市 茨城県立下館第二高等学校 新発田市 新発田市カルチャーセンター

西芳川 筑西市 茨城県立下館第二高等学校 新発田市 新発田市カルチャーセンター

宮下 筑西市 茨城県立下館第二高等学校 新発田市 新発田市カルチャーセンター

日立 筑西市 茨城県立下館第二高等学校 新発田市 新発田市カルチャーセンター

渚 筑西市 茨城県立下館第二高等学校 新発田市 新発田市カルチャーセンター

神成塚 筑西市 茨城県立下館第二高等学校 新発田市 新発田市カルチャーセンター

鳥居下 筑西市 茨城県立下館第二高等学校 新発田市 新発田市カルチャーセンター

大原第一 結城市 鹿窪運動公園 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

大原第二 結城市 鹿窪運動公園 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

大原第三 結城市 鹿窪運動公園 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

相子島 筑西市 茨城県立下館工業高等学校 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

住吉 筑西市 茨城県立下館工業高等学校 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

住吉東 筑西市 茨城県立下館工業高等学校 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

金成 筑西市 茨城県立下館工業高等学校 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

林城 筑西市 茨城県立下館工業高等学校 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

林城住宅 筑西市 茨城県立下館工業高等学校 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

岩出 筑西市 茨城県立下館工業高等学校 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

野田 筑西市 茨城県立下館工業高等学校 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

島 筑西市 茨城県立下館工業高等学校 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

南富岡 結城市 鹿窪運動公園 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

玉川町東一 筑西市 茨城県立下館工業高等学校 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

玉川町東二 筑西市 茨城県立下館工業高等学校 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

玉川町西 筑西市 茨城県立下館工業高等学校 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

玉川町南一 筑西市 茨城県立下館工業高等学校 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

玉川町南二 筑西市 茨城県立下館工業高等学校 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

玉川町北 筑西市 茨城県立下館工業高等学校 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

江名一 古河市 三和健康ふれあいｽﾎﾟｰﾂセンター 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

江名二 古河市 三和健康ふれあいｽﾎﾟｰﾂセンター 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

江名三 古河市 三和健康ふれあいｽﾎﾟｰﾂセンター 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

折戸 古河市 三和健康ふれあいｽﾎﾟｰﾂセンター 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

中之作 古河市 三和健康ふれあいｽﾎﾟｰﾂセンター 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

永崎 古河市 三和健康ふれあいｽﾎﾟｰﾂセンター 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

洋向台 古河市 三和健康ふれあいｽﾎﾟｰﾂセンター 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

上神白 古河市 中央運動公園総合体育館 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

下神白一 古河市 中央運動公園総合体育館 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

下神白二 古河市 中央運動公園総合体育館 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

下神白三 古河市 中央運動公園総合体育館 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

館ノ腰 古河市 中央運動公園総合体育館 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

永崎団地 古河市 三和健康ふれあいｽﾎﾟｰﾂセンター 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

泉一 桜川市 桜川市岩瀬体育館（通称：ラスカ） 村上市 神林総合体育館（パルパーク神林）

泉二 桜川市 桜川市岩瀬体育館（通称：ラスカ） 村上市 神林総合体育館（パルパーク神林）

泉三 筑西市 茨城県立下館第二高等学校 胎内市 胎内市B&G体育館
黒須野 桜川市 桜川市岩瀬体育館（通称：ラスカ） 村上市 神林総合体育館（パルパーク神林）

早稲田 桜川市 桜川市岩瀬体育館（通称：ラスカ） 村上市 神林総合体育館（パルパーク神林）

本谷 筑西市 茨城県立下館工業高等学校 新発田市 新発田市カルチャーセンター

泉ヶ丘一 筑西市 茨城県立下館工業高等学校 新発田市 新発田市カルチャーセンター

泉ヶ丘二 筑西市 茨城県立下館工業高等学校 新発田市 新発田市カルチャーセンター

泉ヶ丘三 筑西市 茨城県立下館工業高等学校 新発田市 新発田市カルチャーセンター

玉露一 桜川市 桜川市立岩瀬小学校 関川村 道の駅関川
玉露二 桜川市 桜川市立岩瀬小学校 関川村 道の駅関川
滝尻町坪一 筑西市 茨城県立下館第二高等学校 胎内市 胎内市B&G体育館
滝尻町坪二 筑西市 茨城県立下館第二高等学校 胎内市 胎内市B&G体育館
滝尻町坪三 筑西市 茨城県立下館第二高等学校 胎内市 胎内市B&G体育館
滝尻村坪一 筑西市 茨城県立下館工業高等学校 新発田市 新発田市カルチャーセンター

滝尻村坪二 筑西市 茨城県立下館工業高等学校 新発田市 新発田市カルチャーセンター

滝尻村坪三 筑西市 茨城県立下館工業高等学校 新発田市 新発田市カルチャーセンター

下川第一 桜川市 桜川市岩瀬体育館（通称：ラスカ） 村上市 神林総合体育館（パルパーク神林）
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下川第二 桜川市 桜川市岩瀬体育館（通称：ラスカ） 村上市 神林総合体育館（パルパーク神林）

下川第三 桜川市 桜川市岩瀬体育館（通称：ラスカ） 村上市 神林総合体育館（パルパーク神林）

葉山 筑西市 茨城県立下館工業高等学校 新発田市 新発田市カルチャーセンター

泉田 桜川市 桜川市立坂戸小学校 村上市 神林総合体育館（パルパーク神林）

昼野 桜川市 桜川市立坂戸小学校 村上市 神林総合体育館（パルパーク神林）

洞 桜川市 桜川市立坂戸小学校 村上市 神林総合体育館（パルパーク神林）

田部下町 桜川市 桜川市立坂戸小学校 村上市 神林総合体育館（パルパーク神林）

田部上町 桜川市 桜川市立坂戸小学校 村上市 神林総合体育館（パルパーク神林）

松小屋 桜川市 桜川市立坂戸小学校 村上市 神林総合体育館（パルパーク神林）

中釜戸 桜川市 桜川市立坂戸小学校 村上市 神林総合体育館（パルパーク神林）

上釜戸 桜川市 桜川市立坂戸小学校 村上市 神林総合体育館（パルパーク神林）

館山 桜川市 桜川市立坂戸小学校 村上市 神林総合体育館（パルパーク神林）

下矢田 八千代町 八千代町民公園 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

米田 八千代町 八千代町民公園 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

飯田 八千代町 八千代町民公園 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

御代 八千代町 八千代町民公園 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

御代団地 八千代町 八千代町民公園 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

船戸 八千代町 八千代町民公園 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

久保一 八千代町 八千代町民公園 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

久保二 八千代町 八千代町民公園 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

上蔵持 八千代町 八千代町民公園 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

下蔵持 八千代町 八千代町民公園 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

走熊 八千代町 八千代町民公園 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

鹿島台団地 八千代町 八千代町民公園 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

林内町内会 那珂市 那珂総合公園 五泉市 五泉市東公園
後宿町内会 那珂市 那珂総合公園 五泉市 五泉市東公園
南上町第１組 那珂市 那珂総合公園 五泉市 五泉市東公園
南上町第２組 那珂市 那珂総合公園 五泉市 五泉市東公園
南上町第３組 那珂市 那珂総合公園 五泉市 五泉市東公園
北上町 那珂市 那珂総合公園 五泉市 五泉市東公園
上仲町町内会 ひたちなか市 笠松運動公園 阿賀野市 阿賀野市立安田体育館
中町町内会 ひたちなか市 笠松運動公園 阿賀野市 阿賀野市立安田体育館
下町町内会 ひたちなか市 笠松運動公園 阿賀野市 阿賀野市立安田体育館
本町三丁目町内会 ひたちなか市 笠松運動公園 阿賀野市 阿賀野市立安田体育館
南町一丁目町内会 ひたちなか市 笠松運動公園 阿賀野市 阿賀野市立安田体育館
南町二丁目町内会 ひたちなか市 笠松運動公園 阿賀野市 阿賀野市立安田体育館
中央二第一町内会 ひたちなか市 笠松運動公園 阿賀野市 阿賀野市立安田体育館
中央二第二町内会 ひたちなか市 笠松運動公園 阿賀野市 阿賀野市立安田体育館
中央二第三町内会 ひたちなか市 笠松運動公園 阿賀野市 阿賀野市立安田体育館
南金畑町内会第一 ひたちなか市 笠松運動公園 阿賀野市 阿賀野市立安田体育館
南金畑町内会第二 ひたちなか市 笠松運動公園 阿賀野市 阿賀野市立安田体育館
植田駅前 ひたちなか市 笠松運動公園 阿賀野市 阿賀野市立安田体育館
中岡月山下町内会 那珂市 那珂総合公園 五泉市 五泉市東公園
横町町内会 那珂市 那珂総合公園 五泉市 五泉市東公園
天神町町内会 那珂市 那珂総合公園 五泉市 五泉市東公園
石田町内会 那珂市 那珂総合公園 五泉市 五泉市東公園
根小屋町内会 那珂市 那珂総合公園 五泉市 五泉市東公園
根小屋団地 那珂市 那珂総合公園 五泉市 五泉市東公園
小名田地区自治会 ひたちなか市 笠松運動公園 阿賀野市 阿賀野市立安田体育館
佐糠地区 ひたちなか市 笠松運動公園 阿賀野市 阿賀野市立安田体育館
岩間 ひたちなか市 笠松運動公園 阿賀野市 阿賀野市立安田体育館
小浜 ひたちなか市 ひたちなか市総合体育館 阿賀町 道の駅 「阿賀の里」
金山自治会 ひたちなか市 ひたちなか市総合体育館 阿賀町 道の駅 「阿賀の里」
東田地区 ひたちなか市 笠松運動公園 阿賀野市 阿賀野市立安田体育館
石塚地区 ひたちなか市 ひたちなか市総合体育館 阿賀町 道の駅 「阿賀の里」
添野地区 ひたちなか市 笠松運動公園 阿賀野市 阿賀野市立安田体育館
江畑 ひたちなか市 笠松運動公園 阿賀野市 阿賀野市立安田体育館
江畑自治会 ひたちなか市 笠松運動公園 阿賀野市 阿賀野市立安田体育館
後田 ひたちなか市 笠松運動公園 阿賀野市 阿賀野市立安田体育館
高倉１ ひたちなか市 笠松運動公園 阿賀野市 阿賀野市立安田体育館
高倉２ ひたちなか市 笠松運動公園 阿賀野市 阿賀野市立安田体育館
仁井田町行政区 那珂市 那珂総合公園 五泉市 五泉市東公園
火力 ひたちなか市 笠松運動公園 阿賀野市 阿賀野市立安田体育館
雇用促進植田 ひたちなか市 笠松運動公園 阿賀野市 阿賀野市立安田体育館
錦町大倉区自治会 日立市 ひたち池の川さくらアリーナ 五泉市 五泉市村松体育館
中田地区 日立市 ひたち池の川さくらアリーナ 五泉市 五泉市村松体育館
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避難先市町村 避難中継所 避難先市町村 避難中継所
花ノ井団地町内会 日立市 ひたち池の川さくらアリーナ 五泉市 五泉市村松体育館
江栗地区 日立市 ひたち池の川さくらアリーナ 五泉市 五泉市村松体育館
江栗1・3丁目行政区 那珂市 那珂総合公園 五泉市 五泉市東公園
呉羽 日立市 ひたち池の川さくらアリーナ 五泉市 五泉市村松体育館
長子 那珂市 那珂総合公園 五泉市 五泉市東公園
関田自治会 常陸太田市 山吹運動公園市民体育館 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

関田須賀障子川自治会 常陸太田市 山吹運動公園市民体育館 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

勿来駅前自治会 常陸太田市 山吹運動公園市民体育館 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

九面地区 常陸太田市 山吹運動公園市民体育館 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

四沢自治会 常陸太田市 山吹運動公園市民体育館 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

四沢作田自治会 常陸太田市 山吹運動公園市民体育館 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

四沢３ 常陸太田市 山吹運動公園市民体育館 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

大高地区 日立市 ひたち池の川さくらアリーナ 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

窪田１ 常陸太田市 山吹運動公園市民体育館 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

窪田２ 日立市 ひたち池の川さくらアリーナ 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

窪田３ 日立市 ひたち池の川さくらアリーナ 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

窪田４ 常陸太田市 山吹運動公園市民体育館 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

窪田５ 日立市 ひたち池の川さくらアリーナ 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

窪田６ 日立市 ひたち池の川さくらアリーナ 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

窪田７ 日立市 ひたち池の川さくらアリーナ 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

窪田一丁目自治会 常陸太田市 山吹運動公園市民体育館 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

酒井自治協議会 常陸太田市 山吹運動公園市民体育館 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

高黒自治会 常陸太田市 山吹運動公園市民体育館 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

小山下自治会 常陸太田市 山吹運動公園市民体育館 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

白米地区 常陸太田市 山吹運動公園市民体育館 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

白米団地自治会 常陸太田市 山吹運動公園市民体育館 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

酒井原自治会 日立市 ひたち池の川さくらアリーナ 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

十条 日立市 ひたち池の川さくらアリーナ 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

川部上地区 常陸太田市 山吹運動公園市民体育館 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

川部下地区 常陸太田市 山吹運動公園市民体育館 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

沼部地区 那珂市 那珂総合公園 五泉市 五泉市東公園
三松地区 常陸太田市 山吹運動公園市民体育館 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

三沢地区 常陸太田市 山吹運動公園市民体育館 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

山玉地区 常陸太田市 山吹運動公園市民体育館 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

瀬戸地区 常陸太田市 山吹運動公園市民体育館 新潟市 ハードオフエコスタジアム新潟

富津地区 那珂市 那珂総合公園 五泉市 五泉市東公園
大津地区 那珂市 那珂総合公園 五泉市 五泉市東公園
林崎地区 那珂市 那珂総合公園 五泉市 五泉市東公園
井ノ上地区 那珂市 那珂総合公園 五泉市 五泉市東公園
小山田地区 那珂市 那珂総合公園 五泉市 五泉市東公園
法田地区 那珂市 那珂総合公園 五泉市 五泉市東公園
大谷地区 那珂市 那珂総合公園 五泉市 五泉市東公園
鳳城地区 ひたちなか市 笠松運動公園 阿賀野市 阿賀野市立安田体育館
大昭地区 ひたちなか市 笠松運動公園 阿賀野市 阿賀野市立安田体育館
万治地区 ひたちなか市 笠松運動公園 阿賀野市 阿賀野市立安田体育館
上山田上 ひたちなか市 笠松運動公園 阿賀野市 阿賀野市立安田体育館
上山田下 ひたちなか市 笠松運動公園 阿賀野市 阿賀野市立安田体育館
下山田上 ひたちなか市 笠松運動公園 阿賀野市 阿賀野市立安田体育館
下山田下 ひたちなか市 笠松運動公園 阿賀野市 阿賀野市立安田体育館
南台自治会 那珂市 那珂総合公園 五泉市 五泉市東公園
高倉Ａ 茨城町 茨城県立茨城東高等学校 燕市 燕市民体育館
高倉Ｂ 茨城町 茨城県立茨城東高等学校 燕市 燕市民体育館
宝海・日渡 水戸市 水戸市総合運動公園 燕市 燕市民体育館
東区 水戸市 水戸市総合運動公園 燕市 燕市民体育館
緑ケ丘団地 水戸市 水戸市総合運動公園 燕市 燕市民体育館
傾城・辰之口 水戸市 水戸市総合運動公園 燕市 燕市民体育館
上川 水戸市 水戸市総合運動公園 燕市 燕市民体育館
上町（常磐湯本町） 水戸市 水戸市総合運動公園 燕市 燕市民体育館
上仲町 水戸市 水戸市総合運動公園 燕市 燕市民体育館
表町 水戸市 水戸市総合運動公園 燕市 燕市民体育館
向田 水戸市 水戸市総合運動公園 燕市 燕市民体育館
東町（常磐） 水戸市 水戸市総合運動公園 燕市 燕市民体育館
横町（常磐） 水戸市 水戸市総合運動公園 燕市 燕市民体育館
浅貝 小美玉市 四季の里（みの～れ） 新潟市 新潟県総合研修センター
上浅貝県住 小美玉市 四季の里（みの～れ） 新潟市 新潟県総合研修センター
八仙 小美玉市 四季の里（みの～れ） 新潟市 新潟県総合研修センター
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八仙Ａ 小美玉市 四季の里（みの～れ） 新潟市 新潟県総合研修センター
八仙Ｂ 水戸市 水戸市総合運動公園 燕市 燕市民体育館
笠井 水戸市 水戸市総合運動公園 燕市 燕市民体育館
吹谷 水戸市 水戸市総合運動公園 燕市 燕市民体育館
御幸町 水戸市 水戸市総合運動公園 燕市 燕市民体育館
新道 水戸市 水戸市総合運動公園 燕市 燕市民体育館
天王崎 水戸市 水戸市総合運動公園 燕市 燕市民体育館
栄田１ 水戸市 水戸市総合運動公園 燕市 燕市民体育館
栄田２ 水戸市 水戸市総合運動公園 燕市 燕市民体育館
関船町 水戸市 水戸市総合運動公園 燕市 燕市民体育館
迎 水戸市 水戸市総合運動公園 燕市 燕市民体育館
品川 水戸市 水戸市総合運動公園 燕市 燕市民体育館
矢津団地 水戸市 水戸市総合運動公園 燕市 燕市民体育館
水野谷町 小美玉市 四季の里（みの～れ） 新潟市 新潟県総合研修センター
藤原町 茨城町 茨城県立茨城東高等学校 弥彦村 弥彦体育館
白鳥町 水戸市 東町運動公園 新潟市 新潟県総合研修センター
西郷町 水戸市 東町運動公園 新潟市 新潟県総合研修センター
長孫町 水戸市 東町運動公園 新潟市 新潟県総合研修センター
岩ケ岡町 水戸市 東町運動公園 新潟市 新潟県総合研修センター
馬玉町 水戸市 東町運動公園 新潟市 新潟県総合研修センター
下船尾町 水戸市 東町運動公園 新潟市 新潟県総合研修センター
下湯長谷町 水戸市 東町運動公園 新潟市 新潟県総合研修センター
小野田 茨城町 茨城県立茨城東高等学校 燕市 燕市民体育館
小野田炭鉱 茨城町 茨城県立茨城東高等学校 燕市 燕市民体育館
梅ケ平 茨城町 茨城県立茨城東高等学校 燕市 燕市民体育館
新鳥館 茨城町 茨城県立茨城東高等学校 燕市 燕市民体育館
西団地 茨城町 茨城県立茨城東高等学校 燕市 燕市民体育館
北団地 茨城町 茨城県立茨城東高等学校 燕市 燕市民体育館
南団地 水戸市 水戸市総合運動公園 燕市 燕市民体育館
湯台堂団地 水戸市 水戸市総合運動公園 燕市 燕市民体育館
湯台堂 水戸市 水戸市総合運動公園 燕市 燕市民体育館
釜ノ前 水戸市 水戸市総合運動公園 燕市 燕市民体育館
希望ケ丘1 水戸市 水戸市総合運動公園 燕市 燕市民体育館
希望ヶ丘２ 水戸市 水戸市総合運動公園 燕市 燕市民体育館
上湯長谷町 水戸市 水戸市総合運動公園 燕市 燕市民体育館
桜ケ丘 水戸市 東町運動公園 新潟市 新潟県総合研修センター
松が台 水戸市 水戸市総合運動公園 燕市 燕市民体育館
三沢町 小美玉市 四季の里（みの～れ） 新潟市 新潟県総合研修センター
松久須根 小美玉市 四季の里（みの～れ） 新潟市 新潟県総合研修センター
上矢田町 小美玉市 四季の里（みの～れ） 新潟市 新潟県総合研修センター
若葉台 小美玉市 四季の里（みの～れ） 新潟市 新潟県総合研修センター
草木台 小美玉市 四季の里（みの～れ） 新潟市 新潟県総合研修センター
下浅貝団地 小美玉市 四季の里（みの～れ） 新潟市 新潟県総合研修センター
白水１ 境町 境町民体育館 加茂市 加茂文化会館
白水１東 境町 境町民体育館 加茂市 加茂文化会館
白水２ 境町 境町民体育館 加茂市 加茂文化会館
白水３ 境町 境町民体育館 加茂市 加茂文化会館
白水５ 境町 境町民体育館 加茂市 加茂文化会館
白水６ 境町 境町民体育館 加茂市 加茂文化会館
宮１ 境町 境町民体育館 加茂市 加茂文化会館
宮２ 境町 境町民体育館 加茂市 加茂文化会館
宮３ 境町 境町民体育館 加茂市 加茂文化会館
宮４ 境町 境町民体育館 加茂市 加茂文化会館
宮６ 境町 境町民体育館 加茂市 加茂文化会館
宮７ 境町 境町民体育館 加茂市 加茂文化会館
宮８ 境町 境町民体育館 加茂市 加茂文化会館
宮１１ 境町 境町民体育館 加茂市 加茂文化会館
宮１２ 境町 境町民体育館 加茂市 加茂文化会館
内町１ 坂東市 茨城県立岩井高等学校 三条市 三条市総合運動公園
内町２ 坂東市 茨城県立岩井高等学校 三条市 三条市総合運動公園
内町３ 坂東市 茨城県立岩井高等学校 三条市 三条市総合運動公園
内町４ 坂東市 茨城県立岩井高等学校 三条市 三条市総合運動公園
内町５ 坂東市 茨城県立岩井高等学校 三条市 三条市総合運動公園
内町６ 坂東市 茨城県立岩井高等学校 三条市 三条市総合運動公園
綴１ 坂東市 茨城県立岩井高等学校 三条市 三条市総合運動公園
綴２ 坂東市 茨城県立岩井高等学校 三条市 三条市総合運動公園
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避難元市町村地区名
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避難先市町村 避難中継所 避難先市町村 避難中継所
綴３ 坂東市 茨城県立岩井高等学校 三条市 三条市総合運動公園
綴４ 坂東市 茨城県立岩井高等学校 三条市 三条市総合運動公園
綴５ 坂東市 茨城県立岩井高等学校 三条市 三条市総合運動公園
綴６ 坂東市 茨城県立岩井高等学校 三条市 三条市総合運動公園
下綴１ 常総市 水海道総合体育館 三条市 三条市総合運動公園
下綴２ 常総市 水海道総合体育館 三条市 三条市総合運動公園
高坂１ 常総市 水海道総合体育館 三条市 三条市総合運動公園
高坂２ 坂東市 茨城県立岩井高等学校 加茂市 加茂文化会館
高坂３ 坂東市 茨城県立岩井高等学校 加茂市 加茂文化会館
高坂４ 坂東市 茨城県立岩井高等学校 加茂市 加茂文化会館
高坂５南 常総市 水海道総合体育館 三条市 三条市総合運動公園
高坂５北 常総市 水海道総合体育館 三条市 三条市総合運動公園
高坂６ 常総市 水海道総合体育館 三条市 三条市総合運動公園
高坂６東 常総市 水海道総合体育館 三条市 三条市総合運動公園
高坂６西 常総市 水海道総合体育館 三条市 三条市総合運動公園
高坂７ 坂東市 茨城県立岩井高等学校 加茂市 加茂文化会館
高坂８ 常総市 水海道総合体育館 三条市 三条市総合運動公園
高坂９ 坂東市 茨城県立岩井高等学校 加茂市 加茂文化会館
高坂１０ 坂東市 茨城県立岩井高等学校 加茂市 加茂文化会館
雇用促進住宅高坂 常総市 水海道総合体育館 三条市 三条市総合運動公園
内郷雇用促進高坂区
(内郷砂子田団地)

常総市 水海道総合体育館 三条市 三条市総合運動公園

御厩１ 常総市 水海道総合体育館 三条市 三条市総合運動公園
御厩２ 常総市 水海道総合体育館 三条市 三条市総合運動公園
御厩３ 常総市 水海道総合体育館 三条市 三条市総合運動公園
御台境１ 常総市 水海道総合体育館 三条市 三条市総合運動公園
御台境２ 常総市 水海道総合体育館 三条市 三条市総合運動公園
御台境３ 常総市 水海道総合体育館 三条市 三条市総合運動公園
新町前 常総市 水海道総合体育館 三条市 三条市総合運動公園
小島１ 常総市 水海道総合体育館 三条市 三条市総合運動公園
小島２ 常総市 水海道総合体育館 三条市 三条市総合運動公園
小島３ 常総市 水海道総合体育館 三条市 三条市総合運動公園
高野１ 五霞町 五霞町中央公民館 田上町 田上町役場
高野２ 五霞町 五霞町中央公民館 田上町 田上町役場
労災病院 常総市 水海道総合体育館 三条市 三条市総合運動公園
１ 稲敷市 江戸崎体育館 郡山市 サンサングリーン湖南
２ 稲敷市 江戸崎体育館 郡山市 サンサングリーン湖南
３ 稲敷市 江戸崎体育館 郡山市 サンサングリーン湖南
４ 稲敷市 江戸崎体育館 郡山市 サンサングリーン湖南
５ 稲敷市 江戸崎体育館 郡山市 サンサングリーン湖南
６ 稲敷市 江戸崎体育館 郡山市 サンサングリーン湖南
７ 稲敷市 江戸崎体育館 郡山市 サンサングリーン湖南
８ 稲敷市 江戸崎体育館 郡山市 サンサングリーン湖南
９ 稲敷市 江戸崎体育館 郡山市 サンサングリーン湖南
１０ 美浦村 美浦村立美浦中学校 三春町 三春町民体育館
１１ 美浦村 美浦村立美浦中学校 三春町 三春町民体育館
１２ 美浦村 美浦村立美浦中学校 三春町 三春町民体育館
１３ 美浦村 美浦村立美浦中学校 三春町 三春町民体育館
１４ 美浦村 美浦村立美浦中学校 三春町 三春町民体育館
１５ 美浦村 美浦村立美浦中学校 三春町 三春町民体育館
１６ 美浦村 美浦村立美浦中学校 三春町 三春町民体育館
１７ 稲敷市 江戸崎体育館 郡山市 サンサングリーン湖南
１８ 美浦村 美浦村立美浦中学校 三春町 三春町民体育館
１９ 稲敷市 江戸崎体育館 郡山市 サンサングリーン湖南
２０ 稲敷市 江戸崎体育館 郡山市 サンサングリーン湖南
２１ 稲敷市 江戸崎体育館 郡山市 サンサングリーン湖南
２２ 稲敷市 江戸崎体育館 郡山市 サンサングリーン湖南
上仁井田北 稲敷市 江戸崎体育館 郡山市 サンサングリーン湖南
上仁井田南 稲敷市 江戸崎体育館 郡山市 サンサングリーン湖南
上仁井田仲・岸 稲敷市 江戸崎体育館 郡山市 サンサングリーン湖南
下仁井田 稲敷市 江戸崎体育館 郡山市 サンサングリーン湖南
細谷 稲敷市 江戸崎体育館 郡山市 サンサングリーン湖南
大森 稲敷市 江戸崎体育館 郡山市 サンサングリーン湖南
名木 稲敷市 江戸崎体育館 郡山市 サンサングリーン湖南
長友 稲敷市 江戸崎体育館 郡山市 サンサングリーン湖南
狐塚 稲敷市 江戸崎体育館 郡山市 サンサングリーン湖南

避難元市町村地区名
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避難先市町村 避難中継所 避難先市町村 避難中継所
塩木 稲敷市 江戸崎体育館 郡山市 サンサングリーン湖南
セメント区 稲敷市 江戸崎体育館 郡山市 サンサングリーン湖南
南団地 稲敷市 江戸崎体育館 郡山市 サンサングリーン湖南
八茎 稲敷市 江戸崎体育館 須賀川市 長沼体育館
上岡 稲敷市 江戸崎体育館 須賀川市 長沼体育館
駒込 稲敷市 江戸崎体育館 須賀川市 長沼体育館
柳生 稲敷市 江戸崎体育館 須賀川市 長沼体育館
薬王寺 稲敷市 江戸崎体育館 須賀川市 長沼体育館
山田小湊 稲敷市 江戸崎体育館 須賀川市 長沼体育館
玉山 稲敷市 江戸崎体育館 須賀川市 長沼体育館
袖玉山 稲敷市 江戸崎体育館 須賀川市 長沼体育館
中島 稲敷市 江戸崎体育館 須賀川市 長沼体育館
白岩 稲敷市 江戸崎体育館 須賀川市 長沼体育館
戸田 稲敷市 江戸崎体育館 須賀川市 長沼体育館
深山田 笠間市 笠間市民体育館 南会津町 田島農村環境改善センター
上遠野 笠間市 笠間市民体育館 南会津町 田島農村環境改善センター
根岸 笠間市 笠間市民体育館 南会津町 田島農村環境改善センター
上滝 笠間市 笠間市民体育館 只見町 明和振興センター
下滝 笠間市 笠間市民体育館 檜枝岐村 尾瀬の郷交流センター村民体育館

入遠野１ 笠間市 笠間市民体育館 南会津町 田島農村環境改善センター
入遠野２ 笠間市 笠間市民体育館 南会津町 田島農村環境改善センター
上根本 笠間市 笠間市民体育館 南会津町 田島農村環境改善センター
下根本 笠間市 笠間市民体育館 南会津町 田島農村環境改善センター
大平 笠間市 笠間市民体育館 只見町 明和振興センター
本郷１ 龍ケ崎市 龍ケ崎市立城ノ内中学校 金山町 町民体育館
本郷２ 龍ケ崎市 龍ケ崎市立城ノ内中学校 金山町 町民体育館
本郷３ 龍ケ崎市 龍ケ崎市立城ノ内中学校 金山町 町民体育館
本郷４ 龍ケ崎市 龍ケ崎市立城ノ内中学校 金山町 町民体育館
片石田 龍ケ崎市 龍ケ崎市立城ノ内中学校 金山町 町民体育館
福岡 龍ケ崎市 龍ケ崎市立城ノ内中学校 金山町 町民体育館
高崎 龍ケ崎市 龍ケ崎市立城ノ内中学校 金山町 町民体育館
江田 龍ケ崎市 龍ケ崎市立城ノ内中学校 金山町 町民体育館
牛小川 龍ケ崎市 龍ケ崎市立城ノ内中学校 金山町 町民体育館
根本 龍ケ崎市 龍ケ崎市立城ノ内中学校 金山町 町民体育館
二ツ箭前 龍ケ崎市 龍ケ崎市立城ノ内中学校 金山町 町民体育館
横川 龍ケ崎市 龍ケ崎市立城ノ内中学校 金山町 町民体育館
内倉 龍ケ崎市 龍ケ崎市立城ノ内中学校 金山町 町民体育館
戸渡 龍ケ崎市 龍ケ崎市立城ノ内中学校 金山町 町民体育館
下小川 龍ケ崎市 龍ケ崎市立城ノ内中学校 柳津町 海洋センター
関場 龍ケ崎市 龍ケ崎市立城ノ内中学校 三島町 三島町生涯学習センター
上平１ 龍ケ崎市 龍ケ崎市立城ノ内中学校 三島町 三島町生涯学習センター
上平２ 龍ケ崎市 龍ケ崎市立城ノ内中学校 三島町 三島町生涯学習センター
上平３ 龍ケ崎市 龍ケ崎市立城ノ内中学校 三島町 三島町生涯学習センター
柴原 龍ケ崎市 龍ケ崎市立城ノ内中学校 三島町 三島町生涯学習センター
桐ヶ岡 龍ケ崎市 龍ケ崎市立城ノ内中学校 三島町 三島町生涯学習センター
葉ノ木立 龍ケ崎市 龍ケ崎市立城ノ内中学校 柳津町 海洋センター
舘 龍ケ崎市 龍ケ崎市立城ノ内中学校 柳津町 海洋センター
相川 龍ケ崎市 龍ケ崎市立城ノ内中学校 柳津町 海洋センター
上ノ原 龍ケ崎市 龍ケ崎市立城ノ内中学校 柳津町 海洋センター
淵沢 龍ケ崎市 龍ケ崎市立城ノ内中学校 柳津町 海洋センター
山ノ入 龍ケ崎市 龍ケ崎市立城ノ内中学校 柳津町 海洋センター
高萩上 龍ケ崎市 龍ケ崎市立城ノ内中学校 昭和村 しらかば荘
高萩下 龍ケ崎市 龍ケ崎市立城ノ内中学校 昭和村 しらかば荘
下代 龍ケ崎市 龍ケ崎市立城ノ内中学校 昭和村 しらかば荘
駅前 龍ケ崎市 龍ケ崎市立城ノ内中学校 昭和村 しらかば荘
三島 龍ケ崎市 龍ケ崎市立城ノ内中学校 昭和村 しらかば荘
塩田 龍ケ崎市 龍ケ崎市立城ノ内中学校 昭和村 しらかば荘
塩田江田 龍ケ崎市 龍ケ崎市立城ノ内中学校 金山町 町民体育館
大利 行方市 行方市麻生運動場 北塩原村 村民体育館
榊小屋 行方市 行方市麻生運動場 北塩原村 村民体育館
久保・源平野地 行方市 行方市麻生運動場 喜多方市 塩川体育館
北好間岳下 行方市 行方市麻生運動場 喜多方市 塩川体育館
権現堂・仲組 行方市 行方市麻生運動場 喜多方市 塩川体育館
菊竹 行方市 行方市麻生運動場 磐梯町 磐梯町町民体育館
北二 行方市 行方市麻生運動場 喜多方市 塩川体育館
上組 潮来市 潮来市立中央公民館 猪苗代町 道の駅 猪苗代

西方面（県内、新潟県）

い
わ
き
市
遠
野

い
わ
き
市
小
川

い
わ
き
市
好
間

い
わ
き
市
四
倉
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避難先市町村 避難中継所 避難先市町村 避難中継所
下組 潮来市 潮来市立中央公民館 喜多方市 塩川体育館
中好間 潮来市 潮来市立中央公民館 猪苗代町 道の駅 猪苗代
下好間 潮来市 潮来市立中央公民館 会津若松市、湯川村 会津学鳳高校、湯川村体育館

小谷作 行方市 行方市麻生運動場 郡山市 総合体育館
愛谷 行方市 行方市麻生運動場 郡山市 総合体育館
今新田 行方市 行方市麻生運動場 郡山市 総合体育館
川中子 行方市 行方市麻生運動場 磐梯町 磐梯町町民体育館
上三坂 龍ケ崎市 たつのこアリーナ 西会津町 西会津町さゆり公園
中三坂 龍ケ崎市 たつのこアリーナ 会津坂下町 ばんげひがし公園内鶴沼球場駐車場

下三坂 龍ケ崎市 たつのこアリーナ 会津坂下町 ばんげひがし公園内鶴沼球場駐車場

差塩 龍ケ崎市 たつのこアリーナ 会津坂下町 ばんげひがし公園内鶴沼球場駐車場

上永井 龍ケ崎市 たつのこアリーナ 喜多方市 高郷体育館
下永井 龍ケ崎市 たつのこアリーナ 喜多方市 高郷体育館
合戸 龍ケ崎市 たつのこアリーナ 会津坂下町 ばんげひがし公園内鶴沼球場駐車場

渡戸 龍ケ崎市 たつのこアリーナ 会津坂下町 ばんげひがし公園内鶴沼球場駐車場

中寺 龍ケ崎市 たつのこアリーナ 会津坂下町 ばんげひがし公園内鶴沼球場駐車場

下市萱 龍ケ崎市 たつのこアリーナ 会津坂下町 ばんげひがし公園内鶴沼球場駐車場

上市萱 龍ケ崎市 たつのこアリーナ 会津坂下町 ばんげひがし公園内鶴沼球場駐車場

南大平 城里町 城里町桂公民館 下郷町 コミュニティセンター
入旅人 城里町 城里町桂公民館 下郷町 コミュニティセンター
出旅人 城里町 城里町桂公民館 南会津町 県立田島高校
上黒田 城里町 城里町桂公民館 南会津町 県立田島高校
下黒田 城里町 城里町桂公民館 南会津町 県立田島高校
荷路夫 城里町 城里町桂公民館 下郷町 コミュニティセンター
貝泊 城里町 城里町桂公民館 下郷町 コミュニティセンター

城里町 城里町桂公民館 下郷町 コミュニティセンター
城里町 城里町桂公民館 下郷町 コミュニティセンター

１ 利根町 利根町立文小学校 西会津町 西会津町さゆり公園
２ 利根町 利根町立文小学校 西会津町 西会津町さゆり公園
３ 利根町 利根町立文小学校 西会津町 西会津町さゆり公園
４ 利根町 利根町立文小学校 西会津町 西会津町さゆり公園
５ 利根町 利根町立文小学校 西会津町 西会津町さゆり公園
６ 利根町 利根町立文小学校 西会津町 西会津町さゆり公園
７ 利根町 利根町立文小学校 西会津町 西会津町さゆり公園
８ 利根町 利根町立文小学校 西会津町 西会津町さゆり公園
９ 利根町 利根町立文小学校 西会津町 西会津町さゆり公園
１０ 利根町 利根町立文小学校 西会津町 西会津町さゆり公園
１１ 利根町 利根町立文小学校 西会津町 西会津町さゆり公園
１２ 利根町 利根町立文小学校 西会津町 西会津町さゆり公園
１３ 利根町 利根町立文小学校 西会津町 西会津町さゆり公園
１４ 利根町 利根町立文小学校 西会津町 西会津町さゆり公園
１５ 利根町 利根町立文小学校 西会津町 西会津町さゆり公園
１６ 利根町 利根町立文小学校 西会津町 西会津町さゆり公園
田之網 河内町 農村環境改善センター 天栄村 天栄村体育館
南町 河内町 農村環境改善センター 天栄村 天栄村体育館
中町 河内町 農村環境改善センター 天栄村 天栄村体育館
北町 河内町 農村環境改善センター 鏡石町 県立岩瀬農業高校
西町１ 河内町 農村環境改善センター 須賀川市 市民スポーツ会館
西町２ 河内町 農村環境改善センター 鏡石町 県立岩瀬農業高校
東町（久之浜） 河内町 農村環境改善センター 鏡石町 県立岩瀬農業高校
金ヶ沢 河内町 農村環境改善センター 須賀川市 市民スポーツ会館
末続 河内町 農村環境改善センター 須賀川市 市民スポーツ会館
大久 河内町 農村環境改善センター 須賀川市 市民スポーツ会館
筒木原 河内町 農村環境改善センター 須賀川市 市民スポーツ会館
小久 河内町 農村環境改善センター 須賀川市 市民スポーツ会館
小山田 河内町 農村環境改善センター 須賀川市 市民スポーツ会館
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避難元市町村地区名



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
市町村
人口計

6,024 342,249

30km～

八茎、袖玉山、戸渡、川前第４区、川前第９区、川前
第１０区、川前第１５区、川前第１６区、金ヶ沢、末続、
大久、筒木原、小久

平第１区、平第２区、平第３区(紺屋町区内会)、平第４
区内会、平壱町目(平第５区)、平第６区　平２町目区
内会、平第７区 三町目三和会、平第８区、平第９区、
平第１０区　新川町新和会、平第１1区、平第１２区、
平第１３区、平第１４区、平第１５区、平第１６区区内
会、平第１７区、いわき市平第１８区区内会、平第１９
区、平第２０区、白銀第廿一区区内会、平第２２区、大
工町区内会、搔槌小路区内会、平第２４区城山会、平
第２５区区内会、平第２６区区内会、平第２７区(北目
町内会)、平第２８区々内会、平第２９区(上平窪)、平
第３０区(中平窪)、平第３１区(下平窪区)、中塩区、四
ツ波区、平第３４区、平第３５区、いわき市平第３６区
区内会、平第３７区(北白土)、南白土(平３８区)、平第
３９区(谷川瀬区)、平第４０区(上荒川区)、平第４１区
(下荒川区)、平第４２区　中山自治会、平第４３区(平
小泉)、平第４4区、平第４５区、中神谷西、平第４７区
(塩)、平第４８区鎌田、平第４９区上神谷、平第５０区、
平第５１区(下片寄)、平第５２区、平第５３区、平第５４
区　幕ノ内、平第５５区、石森、作町区、愛谷町町内
会、八ツ坂団地、中神谷北、中神谷南、明治団地自
治会、地縁団体自由ヶ丘区内会、郷ヶ丘一丁目自治
会、郷ヶ丘三丁目自治会、郷ヶ丘四丁目自治会、久
世原団地自治会、豊間区、平薄磯区、いわき市平沼
ノ内区内会、いわき市平上山口区、下山口区、神谷
作区、鶴ヶ井区、平下高久区、山崎区、いわき市平菅
波区会、荒田目区、上大越区、下大越区、藤間区、大
字泉崎区、下神谷区、赤沼区、六十枚区、原高野、平
馬目区、絹谷区、水品区、北神谷、赤井１区、赤井２
区、赤井３区、赤井４区、赤井５区、赤井６区、赤井７
区、赤井８区、中央台第一団地自治会、中央台飯野
一区、中央台飯野二区自治会、中央台鹿島一区、中
央台鹿島二区、中央台鹿島３区、中央台鹿島４区自
治会、中央台高久１区、中央台高久２区、中央台高久
２区、中央台高久三区町内会、中央台高久４区、平成
ニュータウン自治会、郷ヶ丘二丁目自治会、栄町、東
町(小名浜)、港ヶ丘、古湊、諏訪町、東諏訪、住ヶ谷、
後宿、中島(小名浜)、中通、浜町、花畑町、横町(小名
浜)、本町、竹町、汐留、湘南台、岡小名第一東、岡小
名第一南、岡小名第一西、岡小名第二、岡小名第
三、西町一、西町二、西町三、須加町、東鹿島、西鹿
島、新地第一、新地第二、東芳川、西芳川、宮下、日
立、渚、神成塚、鳥居下、大原第一、大原第二、大原
第三、相子島、住吉、住吉東、金成、林城、林城住
宅、岩出、野田、島、南富岡、玉川町東一、玉川町東
二、

336,225

○対象人口（平成２２年度国勢調査に基づいたもの）

福島第一原子力発電所からの距離別行政区別人口

行政区名

いわき市

20km～30km



市町村名 距離 人口
市町村
人口計

行政区名

いわき市 30km～

玉川町西、玉川町南一、玉川町南二、玉川町北、江
名一、江名二、江名三、折戸、中之作、永崎、洋向
台、上神白、下神白一、下神白二、下神白三、館ノ
腰、泉一、泉二、泉三、黒須野、早稲田、本谷、泉ヶ丘
一、泉ヶ丘二、泉ヶ丘三、玉露一、玉露二、滝尻町坪
一、滝尻町坪二、滝尻町坪三、滝尻村坪一、滝尻村
坪二、滝尻村坪三、下川第一、下川第二、下川第三、
葉山、泉田、昼野、洞、田部下町、田部上町、松小
屋、中釜戸、上釜戸、館山、下矢田、米田、飯田、御
代、御代団地、船戸、久保一、久保二、上蔵持、下蔵
持、走熊、鹿島台団地、林内町内会、後宿町内会、南
上町第１組、南上町第２組、上仲町町内会、中町町内
会、下町町内会、林内町内会、後宿町内会、南上町
第１組、南上町第２組、南上町第３組、北上町、中央
二第一町内会、中央二第二町内会、中央二第三町
内、南金畑町内会第一、南金畑町内会第二、植田駅
前、中岡月山下、横町町内会、天神町町内会、石田
町内会、根小屋町内会、根小屋団地、小名田地区自
治会、佐糠地区、岩間、小浜、金山自治会、東田地
区、石塚地区、添野地区、江畑、江畑自治会、後田、
高倉１、高倉２、仁井田町行政区、火力、雇用促進植
田、錦町大倉区自治会、中田地区、花ノ井団地町内
会、江栗地区、江栗１・３丁目行政区、呉羽、長子、関
田自治会、関田須賀障子川自治会、勿来駅前自治
会、九面地区、四沢自治会、四沢作田自治会、四沢
３、大高地区、窪田１、窪田２、窪田３、窪田４、窪田
５、窪田６、窪田７、窪田一丁目自治会、酒井自治協
議会、高黒自治会、小山下自治会、白米地区、白米
団地自治会、酒井原自治会、十条、川部上地区、川
部下地区、沼部地区、三松地区、三沢地区、山玉地
区、瀬戸地区、富津地区、大津地区、林崎地区、井ノ
上地区、小山田地区、法田地区、大谷地区、鳳城地
区、大昭地区、万治地区、上山田上、上山田下、下山
田上、下山田下、南台自治会、高倉Ａ、高倉Ｂ、宝海・
日渡、東区、緑ケ丘団地、傾城・辰之口、上川、上町
(常磐湯本町)、上仲町、表町、向田、東町(常磐)、横
町(常磐)、浅貝、上浅貝県住、八仙、八仙Ａ、八仙Ｂ、
笠井、吹谷、御幸町、新道、天王崎、栄田１、栄田２、
関船町(上関)、迎、品川、矢津団地、関船町、水野谷
町、藤原町、白鳥町、西郷町、長孫町、岩ケ岡町、馬
玉町、下船尾町、下湯長谷町、小野田、小野田炭鉱、
梅ケ平、新鳥館、西団地、北団地、南団地、湯台堂団
地、湯台堂、釜ノ前、希望ケ丘１、希望ヶ丘２、上湯長
谷町、桜ケ丘、松が台、三沢町、上矢田町、若葉台、
草木台、松久須根、白水１、白水１東、白水２、白水
３、白水５、白水６、宮１、宮２、宮３、宮４、宮６、宮７、
宮８、宮１１、宮１２、内町１、内町２、内町３、内町４、
内町５、内町６、綴１、綴２、綴３、綴４、綴５、綴６、下
綴１、下綴２、高坂１、高坂２、高坂３、高坂４、高坂５
南、高坂５北、高坂６、高坂６東、高坂６西、高坂７、高
坂８、高坂９、高坂１０、雇用促進住宅高坂、



市町村名 距離 人口
市町村
人口計

行政区名

いわき市 30km～

内郷雇用促進高坂区(仮設)、御厩１、御厩２、御厩３、
御台境１、御台境２、御台境３、小島１、小島２、小島
３、高野１、高野２、新町前、労災病院、四倉第１区、
四倉第２区、四倉第３区、四倉第４区、四倉第５区、四
倉第６区、四倉第７区、四倉第８区、四倉第９区、四倉
第１０区、四倉第１１区、四倉第１２区、四倉第１３区、
四倉第１４区、四倉第１５区、四倉第１６区、四倉第１
７区、四倉第１８区、四倉第１９区、四倉第２０区、四
倉第２１区、四倉第２２区、上仁井田北、上仁井田南、
上仁井田仲・岸、下仁井田、セメント区、細谷、大森、
名木、長友、狐塚、塩木、上岡、駒込、柳生、薬王寺、
山田小湊、玉山、中島、白岩、戸田、深山田、上遠
野、根岸、上滝、下滝、入遠野１、入遠野２、上根本、
下根本、大平、本郷１、本郷２、本郷３、本郷４、片山
田、福岡、高崎、江田、牛小川、根本、二ツ箭前、横
川、内倉、下小川、関場、上平１、上平２、上平３、柴
原、桐ヶ岡、葉ノ木立、館、相川、上ノ原、淵沢、山ノ
入、高萩上、高萩下、下代、駅前、三島、塩田、塩田
江田、川中子、愛谷、小谷作、下好間、今新田、榊小
屋、久保・源平野地、権現堂・仲組、中好間、菊竹、大
利、上組、下組、北好間岳下、北二、上三坂、中三
坂、下三坂、差塩、上永井、下永井、合戸、渡戸、中
寺、上市萱、下市萱、南大平、入旅人、出旅人、上黒
田、下黒田、荷路夫、貝泊、石住、川前第１区、川前
第２区、川前第３区、川前第５区、川前第６区、川前第
７区、川前第８区、川前第１１区、川前第１２区、川前
第１３区、川前第１４区、田ノ網、南町、中町、北町、西
町１、西町２、東町(久之浜)、小山田



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

１０km～２０km

9,261

20km～30km

54,893

３０km～

278,095

342,249
八茎、袖玉山、白岩、戸渡、桐ヶ岡、川前第４区、川
前第９区、南町、中町、北町、西町１、西町２、東町(久
之浜)、金ヶ沢、末続、大久、筒木原、小久、小山田

平第１６区区内会、平第２９区(上平窪)、平第３０区(中
平窪)、平第３１区(下平窪区)、中塩区、四ツ波区、平
第３４区、南白土(平３８区)、中神谷西、平第４７区
(塩)、平第４８区鎌田、平第４９区上神谷、平第５０区、
平第５１区(下片寄)、平第５４区　幕ノ内、平第５５区、
石森、中神谷北、中神谷南、山崎区、荒田目区、上大
越区、下大越区、大字泉崎区、下神谷区、赤沼区、六
十枚区、原高野、平馬目区、絹谷区、水品区、北神
谷、赤井１区、赤井２区、赤井３区、赤井４区、赤井５
区、赤井６区、赤井７区、赤井８区、四倉第１区、四倉
第２区、四倉第３区、四倉第４区、四倉第５区、四倉第
６区、四倉第７区、四倉第８区、四倉第９区、四倉第１
０区、四倉第１１区、四倉第１２区、四倉第１３区、四
倉第１４区、四倉第１５区、四倉第１６区、四倉第１７
区、四倉第１８区、四倉第１９区、四倉第２０区、四倉
第２１区、四倉第２２区、上仁井田北、上仁井田南、上
仁井田仲・岸、下仁井田、セメント区、細谷、大森、名
木、長友、狐塚、塩木、上岡、駒込、柳生、薬王寺、山
田小湊、玉山、中島、戸田、本郷１、本郷２、本郷３、
本郷４、片山田、福岡、高崎、江田、牛小川、根本、二
ツ箭前、横川、内倉、下小川、関場、上平１、上平２、
上平３、柴原、葉ノ木立、館、相川、上ノ原、淵沢、山
ノ入、高萩上、高萩下、下代、駅前、三島、塩田、塩田
江田、川中子、愛谷、下三坂、差塩、上永井、下永
井、合戸、川前第１区、川前第２区、川前第３区、川前
第５区、川前第６区、川前第７区、川前第８区、川前第
１０区、川前第１１区、川前第１２区、川前第１３区、川
前第１４区、川前第１５区、川前第１６区、田ノ網

平第１区、平第２区、平第３区(紺屋町区内会)、平第４
区内会、平壱町目(平第５区)、平第６区、平２町目区
内会、平第７区 三町目三和会、平第８区、平第９区、
平第１０区　新川町新和会、平第１1区、平第１２区、
平第１３区、平第１４区、平第１５区、平第１７区、いわ
き市平第１８区区内会、平第１９区、平第２０区、白銀
第廿一区区内会、平第２２区・大工町区内会、搔槌小
路区内会、平第２４区城山会、平第２５区区内会、平
第２６区区内会、平第２７区(北目町内会)、平第２８
区々内会、平第３５区、いわき市平第３６区区内会、
平第３７区(北白土)、平第３９区(谷川瀬区)、平第４０
区(上荒川区)、平第４１区(下荒川区)、平第４２区　中
山自治会、平第４３区(平小泉)、平第４4区、平第４５
区、平第５２区、平第５３区、作町区、愛谷町町内会、
八ツ坂団地、明治団地自治会、地縁団体自由ヶ丘区
内会、郷ヶ丘一丁目自治会、郷ヶ丘三丁目自治会、
郷ヶ丘四丁目自治会、久世原団地自治会、豊間区、
平薄磯区、いわき市平沼ノ内区内会、いわき市平上
山口区、下山口区、神谷作区、鶴ヶ井区、平下高久
区、

対象人口（平成２２年度国勢調査に基づいたもの）

○福島第二原子力発電所からの距離別行政区別人口

行政区名

いわき市



市町村名 距離 人口
市町村
人口計

行政区名

いわき市 30km～

いわき市平菅波区会、藤間区、中央台第一団地自治
会、中央台飯野一区、中央台飯野二区自治会、中央
台鹿島一区、中央台鹿島二区、中央台鹿島３区、中
央台鹿島４区自治会、中央台高久１区、中央台高久２
区、中央台高久２区、中央台高久三区町内会、中央
台高久４区、平成ニュータウン自治会、郷ヶ丘二丁目
自治会、栄町、東町(小名浜)、港ヶ丘、古湊、諏訪町、
東諏訪、住ヶ谷、後宿、中島(小名浜)、中通、浜町、花
畑町、横町(小名浜)、本町、竹町、汐留、湘南台、岡
小名第一東、岡小名第一南、岡小名第一西、岡小名
第二、岡小名第三、西町一、西町二、西町三、須加
町、東鹿島、西鹿島、新地第一、新地第二、東芳川、
西芳川、宮下、日立、渚、神成塚、鳥居下、大原第
一、大原第二、大原第三、相子島、住吉、住吉東、金
成、林城、林城住宅、岩出、野田、島、南富岡、玉川
町東一、玉川町東二、玉川町西、玉川町南一、玉川
町南二、玉川町北、江名一、江名二、江名三、折戸、
中之作、永崎、洋向台、上神白、下神白一、下神白
二、下神白三、館ノ腰、泉一、泉二、泉三、黒須野、早
稲田、本谷、泉ヶ丘一、泉ヶ丘二、泉ヶ丘三、玉露一、
玉露二、滝尻町坪一、滝尻町坪二、滝尻町坪三、滝
尻村坪一、滝尻村坪二、滝尻村坪三、下川第一、下
川第二、下川第三、葉山、泉田、昼野、洞、田部下
町、田部上町、松小屋、中釜戸、上釜戸、館山、下矢
田、米田、飯田、御代、御代団地、船戸、久保一、久
保二、上蔵持、下蔵持、走熊、鹿島台団地、林内町内
会、後宿町内会、南上町第１組、南上町第２組、上仲
町町内会、中町町内会、下町町内会、林内町内会、
後宿町内会、南上町第１組、南上町第２組、南上町第
３組、北上町、中央二第一町内会、中央二第二町内
会、中央二第三町内、南金畑町内会第一、南金畑町
内会第二、植田駅前、中岡月山下、横町町内会、天
神町町内会、石田町内会、根小屋町内会、根小屋団
地、小名田地区自治会、佐糠地区、岩間、小浜、金山
自治会、東田地区、石塚地区、添野地区、江畑、江畑
自治会、後田、高倉１、高倉２、仁井田町行政区、火
力、雇用促進植田、錦町大倉区自治会、中田地区、
花ノ井団地町内会、江栗地区、江栗１・３丁目行政
区、呉羽、長子、関田自治会、関田須賀障子川自治
会、勿来駅前自治会、九面地区、四沢自治会、四沢
作田自治会、四沢３、大高地区、窪田１、窪田２、窪田
３、窪田４、窪田５、窪田６、窪田７、窪田一丁目自治
会、酒井自治協議会、高黒自治会、小山下自治会、
白米地区、白米団地自治会、酒井原自治会、十条、
川部上地区、川部下地区、沼部地区、三松地区、三
沢地区、山玉地区、瀬戸地区、富津地区、大津地区、
林崎地区、井ノ上地区、小山田地区、法田地区、大谷
地区、鳳城地区、大昭地区、万治地区、上山田上、上
山田下、下山田上、下山田下、南台自治会、高倉Ａ、
高倉Ｂ、宝海・日渡、東区、緑ケ丘団地、傾城・辰之
口、上川、上町(常磐湯本町)、上仲町、表町、向田、
東町(常磐)、横町(常磐)、浅貝、



市町村名 距離 人口
市町村
人口計

行政区名

いわき市 30km～

上浅貝県住、八仙、八仙Ａ、八仙Ｂ、笠井、吹谷、御
幸町、新道、天王崎、栄田１、栄田２、関船町(上関)、
迎、品川、矢津団地、関船町、水野谷町、藤原町、白
鳥町、西郷町、長孫町、岩ケ岡町、馬玉町、下船尾
町、下湯長谷町、小野田、小野田炭鉱、梅ケ平、新鳥
館、西団地、北団地、南団地、湯台堂団地、湯台堂、
釜ノ前、希望ケ丘１、希望ヶ丘２、上湯長谷町、桜ケ
丘、松が台、三沢町、上矢田町、若葉台、草木台、松
久須根、白水１、白水１東、白水２、白水３、白水５、白
水６、宮１、宮２、宮３、宮４、宮６、宮７、宮８、宮１１、
宮１２、内町１、内町２、内町３、内町４、内町５、内町
６、綴１、綴２、綴３、綴４、綴５、綴６、下綴１、下綴２、
高坂１、高坂２、高坂３、高坂４、高坂５南、高坂５北、
高坂６、高坂６東、高坂６西、高坂７、高坂８、高坂９、
高坂１０、雇用促進住宅高坂、内郷雇用促進高坂区
(仮設)、御厩１、御厩２、御厩３、御台境１、御台境２、
御台境３、小島１、小島２、小島３、高野１、高野２、新
町前、労災病院、深山田、上遠野、根岸、上滝、下
滝、入遠野１、入遠野２、上根本、下根本、大平、小谷
作、下好間、今新田、榊小屋、久保・源平野地、権現
堂・仲組、中好間、菊竹、大利、上組、下組、北好間
岳下、北二、上三坂、中三坂、渡戸、中寺、上市萱、
下市萱、南大平、入旅人、出旅人、上黒田、下黒田、
荷路夫、貝泊、石住



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

○対象人口（現況人口に基づいたもの）

福島第一原子力発電所からの距離別行政区別人口

行政区名

いわき市

20km～30km

八茎、袖玉山、戸渡、川前第４区、川前第９区、川
前第１０区、川前第１５区、川前第１６区、金ヶ沢、
末続、大久、筒木原、小久

358,072

30km～

平第１区、平第２区、平第３区(紺屋町区内会)、平
第４区内会、平壱町目(平第５区)、平第６区　平２
町目区内会、平第７区 三町目三和会、平第８区、
平第９区、平第１０区　新川町新和会、平第１1区、
平第１２区、平第１３区、平第１４区、平第１５区、平
第１６区区内会、平第１７区、いわき市平第１８区区
内会、平第１９区、平第２０区、白銀第廿一区区内
会、平第２２区、大工町区内会、搔槌小路区内会、
平第２４区城山会、平第２５区区内会、平第２６区
区内会、平第２７区(北目町内会)、平第２８区々内
会、平第２９区(上平窪)、平第３０区(中平窪)、平第
３１区(下平窪区)、中塩区、四ツ波区、平第３４区、
平第３５区、いわき市平第３６区区内会、平第３７区
(北白土)、南白土(平３８区)、平第３９区(谷川瀬
区)、平第４０区(上荒川区)、平第４１区(下荒川
区)、平第４２区　中山自治会、平第４３区(平小
泉)、平第４4区、平第４５区、中神谷西、平第４７区
(塩)、平第４８区鎌田、平第４９区上神谷、平第５０
区、平第５１区(下片寄)、平第５２区、平第５３区、
平第５４区　幕ノ内、平第５５区、石森、作町区、愛
谷町町内会、八ツ坂団地、中神谷北、中神谷南、
明治団地自治会、地縁団体自由ヶ丘区内会、郷ヶ
丘一丁目自治会、郷ヶ丘三丁目自治会、郷ヶ丘四
丁目自治会、久世原団地自治会、豊間区、平薄磯
区、いわき市平沼ノ内区内会、いわき市平上山口
区、下山口区、神谷作区、鶴ヶ井区、平下高久区、
山崎区、いわき市平菅波区会、荒田目区、上大越
区、下大越区、藤間区、大字泉崎区、下神谷区、
赤沼区、六十枚区、原高野、平馬目区、絹谷区、
水品区、北神谷、赤井１区、赤井２区、赤井３区、
赤井４区、赤井５区、赤井６区、赤井７区、赤井８
区、中央台第一団地自治会、中央台飯野一区、中
央台飯野二区自治会、中央台鹿島一区、中央台
鹿島二区、中央台鹿島３区、中央台鹿島４区自治
会、中央台高久１区、中央台高久２区、中央台高
久２区、中央台高久三区町内会、中央台高久４
区、平成ニュータウン自治会、郷ヶ丘二丁目自治
会、栄町、東町(小名浜)、港ヶ丘、古湊、諏訪町、
東諏訪、住ヶ谷、後宿、中島(小名浜)、中通、浜
町、花畑町、横町(小名浜)、本町、竹町、汐留、湘
南台、岡小名第一東、岡小名第一南、岡小名第一
西、岡小名第二、岡小名第三、西町一、西町二、
西町三、須加町、東鹿島、西鹿島、新地第一、新
地第二、東芳川、西芳川、宮下、日立、渚、神成
塚、鳥居下、大原第一、大原第二、大原第三、相
子島、住吉、住吉東、金成、林城、林城住宅、岩
出、野田、島、南富岡、玉川町東一、玉川町東二、

355,154

492,918

24,172



市町村名 距離 人口
内

避難者
（再掲）

市町村
人口計

行政区名

いわき市 30km～

玉川町西、玉川町南一、玉川町南二、玉川町北、
江名一、江名二、江名三、折戸、中之作、永崎、洋
向台、上神白、下神白一、下神白二、下神白三、
館ノ腰、泉一、泉二、泉三、黒須野、早稲田、本
谷、泉ヶ丘一、泉ヶ丘二、泉ヶ丘三、玉露一、玉露
二、滝尻町坪一、滝尻町坪二、滝尻町坪三、滝尻
村坪一、滝尻村坪二、滝尻村坪三、下川第一、下
川第二、下川第三、葉山、泉田、昼野、洞、田部下
町、田部上町、松小屋、中釜戸、上釜戸、館山、下
矢田、米田、飯田、御代、御代団地、船戸、久保
一、久保二、上蔵持、下蔵持、走熊、鹿島台団地、
林内町内会、後宿町内会、南上町第１組、南上町
第２組、上仲町町内会、中町町内会、下町町内
会、林内町内会、後宿町内会、南上町第１組、南
上町第２組、南上町第３組、北上町、中央二第一
町内会、中央二第二町内会、中央二第三町内、南
金畑町内会第一、南金畑町内会第二、植田駅前、
中岡月山下、横町町内会、天神町町内会、石田町
内会、根小屋町内会、根小屋団地、小名田地区自
治会、佐糠地区、岩間、小浜、金山自治会、東田
地区、石塚地区、添野地区、江畑、江畑自治会、
後田、高倉１、高倉２、仁井田町行政区、火力、雇
用促進植田、錦町大倉区自治会、中田地区、花ノ
井団地町内会、江栗地区、江栗１・３丁目行政区、
呉羽、長子、関田自治会、関田須賀障子川自治
会、勿来駅前自治会、九面地区、四沢自治会、四
沢作田自治会、四沢３、大高地区、窪田１、窪田
２、窪田３、窪田４、窪田５、窪田６、窪田７、窪田一
丁目自治会、酒井自治協議会、高黒自治会、小山
下自治会、白米地区、白米団地自治会、酒井原自
治会、十条、川部上地区、川部下地区、沼部地
区、三松地区、三沢地区、山玉地区、瀬戸地区、
富津地区、大津地区、林崎地区、井ノ上地区、小
山田地区、法田地区、大谷地区、鳳城地区、大昭
地区、万治地区、上山田上、上山田下、下山田
上、下山田下、南台自治会、高倉Ａ、高倉Ｂ、宝
海・日渡、東区、緑ケ丘団地、傾城・辰之口、上
川、上町(常磐湯本町)、上仲町、表町、向田、東町
(常磐)、横町(常磐)、浅貝、上浅貝県住、八仙、八
仙Ａ、八仙Ｂ、笠井、吹谷、御幸町、新道、天王崎、
栄田１、栄田２、関船町(上関)、迎、品川、矢津団
地、関船町、水野谷町、藤原町、白鳥町、西郷町、
長孫町、岩ケ岡町、馬玉町、下船尾町、下湯長谷
町、小野田、小野田炭鉱、梅ケ平、新鳥館、西団
地、北団地、南団地、湯台堂団地、湯台堂、釜ノ
前、希望ケ丘１、希望ヶ丘２、上湯長谷町、桜ケ
丘、松が台、三沢町、上矢田町、若葉台、草木台、
松久須根、白水１、白水１東、白水２、白水３、白水
５、白水６、宮１、宮２、宮３、宮４、宮６、宮７、宮８、
宮１１、宮１２、内町１、内町２、内町３、内町４、内
町５、内町６、綴１、綴２、綴３、綴４、綴５、綴６、



市町村名 距離 人口
内

避難者
（再掲）

市町村
人口計

いわき市 30km～

下綴１、下綴２、高坂１、高坂２、高坂３、高坂４、高
坂５南、高坂５北、高坂６、高坂６東、高坂６西、高
坂７、高坂８、高坂９、高坂１０、雇用促進住宅高
坂、内郷雇用促進高坂区(仮設)、御厩１、御厩２、
御厩３、御台境１、御台境２、御台境３、小島１、小
島２、小島３、高野１、高野２、新町前、労災病院、
四倉第１区、四倉第２区、四倉第３区、四倉第４
区、四倉第５区、四倉第６区、四倉第７区、四倉第
８区、四倉第９区、四倉第１０区、四倉第１１区、四
倉第１２区、四倉第１３区、四倉第１４区、四倉第１
５区、四倉第１６区、四倉第１７区、四倉第１８区、
四倉第１９区、四倉第２０区、四倉第２１区、四倉第
２２区、上仁井田北、上仁井田南、上仁井田仲・
岸、下仁井田、セメント区、細谷、大森、名木、長
友、狐塚、塩木、上岡、駒込、柳生、薬王寺、山田
小湊、玉山、中島、白岩、戸田、深山田、上遠野、
根岸、上滝、下滝、入遠野１、入遠野２、上根本、
下根本、大平、本郷１、本郷２、本郷３、本郷４、片
山田、福岡、高崎、江田、牛小川、根本、二ツ箭
前、横川、内倉、下小川、関場、上平１、上平２、上
平３、柴原、桐ヶ岡、葉ノ木立、館、相川、上ノ原、
淵沢、山ノ入、高萩上、高萩下、下代、駅前、三
島、塩田、塩田江田、川中子、愛谷、小谷作、下好
間、今新田、榊小屋、久保・源平野地、権現堂・仲
組、中好間、菊竹、大利、上組、下組、北好間岳
下、北二、上三坂、中三坂、下三坂、差塩、上永
井、下永井、合戸、渡戸、中寺、上市萱、下市萱、
南大平、入旅人、出旅人、上黒田、下黒田、荷路
夫、貝泊、石住、川前第１区、川前第２区、川前第
３区、川前第５区、川前第６区、川前第７区、川前
第８区、川前第１１区、川前第１２区、川前第１３
区、川前第１４区、田ノ網、南町、中町、北町、西町
１、西町２、東町(久之浜)、小山田

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
市町村
人口計

１０km～２０km

5,666 52

20km～30km

62,149 3,717

３０km～

289,987 20,452

358,072

○対象人口（現況人口に基づいたもの）

福島第二原子力発電所からの距離別行政区別人口

行政区名

いわき市

八茎、袖玉山、白岩、戸渡、桐ヶ岡、川前第４区、川
前第９区、南町、中町、北町、西町１、西町２、東町
(久之浜)、金ヶ沢、末続、大久、筒木原、小久、小山
田
平第１６区区内会、平第２９区(上平窪)、平第３０区
(中平窪)、平第３１区(下平窪区)、中塩区、四ツ波
区、平第３４区、南白土(平３８区)、中神谷西、平第４
７区(塩)、平第４８区鎌田、平第４９区上神谷、平第５
０区、平第５１区(下片寄)、平第５４区　幕ノ内、平第
５５区、石森、中神谷北、中神谷南、山崎区、荒田目
区、上大越区、下大越区、大字泉崎区、下神谷区、
赤沼区、六十枚区、原高野、平馬目区、絹谷区、水
品区、北神谷、赤井１区、赤井２区、赤井３区、赤井
４区、赤井５区、赤井６区、赤井７区、赤井８区、四倉
第１区、四倉第２区、四倉第３区、四倉第４区、四倉
第５区、四倉第６区、四倉第７区、四倉第８区、四倉
第９区、四倉第１０区、四倉第１１区、四倉第１２区、
四倉第１３区、四倉第１４区、四倉第１５区、四倉第１
６区、四倉第１７区、四倉第１８区、四倉第１９区、四
倉第２０区、四倉第２１区、四倉第２２区、上仁井田
北、上仁井田南、上仁井田仲・岸、下仁井田、セメン
ト区、細谷、大森、名木、長友、狐塚、塩木、上岡、
駒込、柳生、薬王寺、山田小湊、玉山、中島、戸田、
本郷１、本郷２、本郷３、本郷４、片山田、福岡、高
崎、江田、牛小川、根本、二ツ箭前、横川、内倉、下
小川、関場、上平１、上平２、上平３、柴原、葉ノ木
立、館、相川、上ノ原、淵沢、山ノ入、高萩上、高萩
下、下代、駅前、三島、塩田、塩田江田、川中子、愛
谷、下三坂、差塩、上永井、下永井、合戸、川前第１
区、川前第２区、川前第３区、川前第５区、川前第６
区、川前第７区、川前第８区、川前第１０区、川前第
１１区、川前第１２区、川前第１３区、川前第１４区、
川前第１５区、川前第１６区、田ノ網
平第１区、平第２区、平第３区(紺屋町区内会)、平第
４区内会、平壱町目(平第５区)、平第６区、平２町目
区内会、平第７区 三町目三和会、平第８区、平第９
区、平第１０区　新川町新和会、平第１1区、平第１２
区、平第１３区、平第１４区、平第１５区、平第１７区、
いわき市平第１８区区内会、平第１９区、平第２０
区、白銀第廿一区区内会、平第２２区・大工町区内
会、搔槌小路区内会、平第２４区城山会、平第２５区
区内会、平第２６区区内会、平第２７区(北目町内
会)、平第２８区々内会、平第３５区、いわき市平第３
６区区内会、平第３７区(北白土)、平第３９区(谷川瀬
区)、平第４０区(上荒川区)、平第４１区(下荒川区)、
平第４２区　中山自治会、平第４３区(平小泉)、平第
４4区、平第４５区、平第５２区、平第５３区、作町区、
愛谷町町内会、八ツ坂団地、明治団地自治会、地
縁団体自由ヶ丘区内会、郷ヶ丘一丁目自治会、郷ヶ
丘三丁目自治会、郷ヶ丘四丁目自治会、久世原団
地自治会、豊間区、平薄磯区、いわき市平沼ノ内区
内会、いわき市平上山口区、下山口区、神谷作区、
鶴ヶ井区、平下高久区、



市町村名 距離 人口
内

避難者
市町村
人口計

行政区名

いわき市 30km～

いわき市平菅波区会、藤間区、中央台第一団地自
治会、中央台飯野一区、中央台飯野二区自治会、
中央台鹿島一区、中央台鹿島二区、中央台鹿島３
区、中央台鹿島４区自治会、中央台高久１区、中央
台高久２区、中央台高久２区、中央台高久三区町内
会、中央台高久４区、平成ニュータウン自治会、郷ヶ
丘二丁目自治会、栄町、東町(小名浜)、港ヶ丘、古
湊、諏訪町、東諏訪、住ヶ谷、後宿、中島(小名浜)、
中通、浜町、花畑町、横町(小名浜)、本町、竹町、汐
留、湘南台、岡小名第一東、岡小名第一南、岡小名
第一西、岡小名第二、岡小名第三、西町一、西町
二、西町三、須加町、東鹿島、西鹿島、新地第一、
新地第二、東芳川、西芳川、宮下、日立、渚、神成
塚、鳥居下、大原第一、大原第二、大原第三、相子
島、住吉、住吉東、金成、林城、林城住宅、岩出、野
田、島、南富岡、玉川町東一、玉川町東二、玉川町
西、玉川町南一、玉川町南二、玉川町北、江名一、
江名二、江名三、折戸、中之作、永崎、洋向台、上
神白、下神白一、下神白二、下神白三、館ノ腰、泉
一、泉二、泉三、黒須野、早稲田、本谷、泉ヶ丘一、
泉ヶ丘二、泉ヶ丘三、玉露一、玉露二、滝尻町坪
一、滝尻町坪二、滝尻町坪三、滝尻村坪一、滝尻村
坪二、滝尻村坪三、下川第一、下川第二、下川第
三、葉山、泉田、昼野、洞、田部下町、田部上町、松
小屋、中釜戸、上釜戸、館山、下矢田、米田、飯田、
御代、御代団地、船戸、久保一、久保二、上蔵持、
下蔵持、走熊、鹿島台団地、林内町内会、後宿町内
会、南上町第１組、南上町第２組、上仲町町内会、
中町町内会、下町町内会、林内町内会、後宿町内
会、南上町第１組、南上町第２組、南上町第３組、北
上町、中央二第一町内会、中央二第二町内会、中
央二第三町内、南金畑町内会第一、南金畑町内会
第二、植田駅前、中岡月山下、横町町内会、天神町
町内会、石田町内会、根小屋町内会、根小屋団地、
小名田地区自治会、佐糠地区、岩間、小浜、金山自
治会、東田地区、石塚地区、添野地区、江畑、江畑
自治会、後田、高倉１、高倉２、仁井田町行政区、火
力、雇用促進植田、錦町大倉区自治会、中田地区、
花ノ井団地町内会、江栗地区、江栗１・３丁目行政
区、呉羽、長子、関田自治会、関田須賀障子川自治
会、勿来駅前自治会、九面地区、四沢自治会、四沢
作田自治会、四沢３、大高地区、窪田１、窪田２、窪
田３、窪田４、窪田５、窪田６、窪田７、窪田一丁目自
治会、酒井自治協議会、高黒自治会、小山下自治
会、白米地区、白米団地自治会、酒井原自治会、十
条、川部上地区、川部下地区、沼部地区、三松地
区、三沢地区、山玉地区、瀬戸地区、富津地区、大
津地区、林崎地区、井ノ上地区、小山田地区、法田
地区、大谷地区、鳳城地区、大昭地区、万治地区、
上山田上、上山田下、下山田上、下山田下、南台自
治会、高倉Ａ、高倉Ｂ、宝海・日渡、東区、緑ケ丘団
地、傾城・辰之口、上川、上町(常磐湯本町)、上仲
町、表町、向田、東町(常磐)、横町(常磐)、浅貝、



市町村名 距離 人口
内

避難者
市町村
人口計

行政区名

いわき市 30km～

上浅貝県住、八仙、八仙Ａ、八仙Ｂ、笠井、吹谷、御
幸町、新道、天王崎、栄田１、栄田２、関船町(上
関)、迎、品川、矢津団地、関船町、水野谷町、藤原
町、白鳥町、西郷町、長孫町、岩ケ岡町、馬玉町、
下船尾町、下湯長谷町、小野田、小野田炭鉱、梅ケ
平、新鳥館、西団地、北団地、南団地、湯台堂団
地、湯台堂、釜ノ前、希望ケ丘１、希望ヶ丘２、上湯
長谷町、桜ケ丘、松が台、三沢町、上矢田町、若葉
台、草木台、松久須根、白水１、白水１東、白水２、
白水３、白水５、白水６、宮１、宮２、宮３、宮４、宮６、
宮７、宮８、宮１１、宮１２、内町１、内町２、内町３、
内町４、内町５、内町６、綴１、綴２、綴３、綴４、綴５、
綴６、下綴１、下綴２、高坂１、高坂２、高坂３、高坂
４、高坂５南、高坂５北、高坂６、高坂６東、高坂６
西、高坂７、高坂８、高坂９、高坂１０、雇用促進住宅
高坂、内郷雇用促進高坂区(仮設)、御厩１、御厩２、
御厩３、御台境１、御台境２、御台境３、小島１、小島
２、小島３、高野１、高野２、新町前、労災病院、深山
田、上遠野、根岸、上滝、下滝、入遠野１、入遠野
２、上根本、下根本、大平、小谷作、下好間、今新
田、榊小屋、久保・源平野地、権現堂・仲組、中好
間、菊竹、大利、上組、下組、北好間岳下、北二、上
三坂、中三坂、渡戸、中寺、上市萱、下市萱、南大
平、入旅人、出旅人、上黒田、下黒田、荷路夫、貝
泊、石住
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参考資料１

関係市町村別資料
(田村市）



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349（※2）→国289（※1）→国118

国349→県13→国49→県293（※1）→県54→国118

国349→国288→国4→国118

国349→県42（あぶくま）→国118

国349（※2）

国349→県13→国49→県293（※1）→県54→国118

国349→国288→国4→国118

国349→県42（あぶくま）→国118

国349（※2）→国289（※1）→県242→県27→国118

国349→県13→国49→県293（※1）→県54→国118

国349→国288→国4→国118

国349→県42（あぶくま）→国118

国349（※2）

国349→県13→国49→県293（※1）→県54→国118→県71

国349→国288→国4→国118→県71

国349→県42（あぶくま）→県71

県19→県36→国349→県42（※1）→国118

県19→国288→国4→国118

県19→県36→国349→県14

県19→県36→国349→県42（あぶくま）→国118

県19→県36→国349→県42（※1）→国49→県285

県19→国288→国4→国118→県42→国49→県285

県19→県36→国349→県285

県19→県36→国349→県42（あぶくま）→国49→県285

県19→県36→国349→県42（※1）

県19→国288→国4→国118

県19→県36→国349→県14→国118

県19→県36→国349→県42（あぶくま）

県19→県36→国349（※2）

県19→国288→国4→国118→県14

県19→県36→国349→県42（※1）→国118→県14

県19→県36→国349→県42（あぶくま）→国118→県14

国288

国288→国399（※1）→国459（※1）→国4

国399→県36（※1）→国349→県13→国49

県381（※1）→県112→県19（※1）→県36→県13→国49

国288

県364（※1）→県50→国349→国459（※1）→国4

県113（※1）→国349→県13→国49

国288→国4→国294

国349→国459（※1）→国4→国294

国349→国289→国294

国349→県42（あぶくま）→東北道→国4→国294

国288→磐越道→東北道→国4→国294

国288→国4→県75

国349→国459（※1）→国4→県75

国349→国289→県44→県75

国349→県42（あぶくま）→国4→県75

国288→磐越道→東北道→国4→県75

国288→国4→県44→県42

国349→国459（※1）→国4→県44→県42

国349→県42（→県42（あぶくま）→県44→県42）

国288→磐越道→東北道→県42（あぶくま）→県44→県42

国288→国4→国289

国349→国459（※1）→国4→国289

国349→県42（県42（あぶくま）→東北道）→国4→国289

国288→磐越道→東北道→国4→国289

国349→県42（県42（あぶくま））→県44

国349→国459（※1）→国4→県44

国288→国4（磐越道→東北道）→県44

国349→国289→県44

国349→県42（県42（あぶくま））

国349→国459（※1）→国4→国118

国288→国4（磐越道→東北道）→国118

40,800田村市計

矢祭町 1,000

塙町 1,600

鮫川村 900

玉川村 1,700

船引

都路 2,900 郡山市 2,900

常葉

棚倉町 1,500

5,000滝根

5,100大越

800

1,600

平田村 1,700

玉川村 1,000

古殿町

中島村 500

田村市

21,900

白河市 14,700

泉崎村 1,300

矢吹町 1,700

西郷村 2,000

5,900 郡山市 5,900

石川町

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

（※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349（※2）→国289（※1）→国118

国349→県13→国49→県293（※1）→県54→国118

国349→国288→国4→国118

国349→県42（あぶくま）→国118

国349（※2）

国349→県13→国49→県293（※1）→県54→国118

国349→国288→国4→国118

国349→県42（あぶくま）→国118

国349（※2）→国289（※1）→県242→県27→国118

国349→県13→国49→県293（※1）→県54→国118

国349→国288→国4→国118

国349→県42（あぶくま）→国118

国349（※2）

国349→県13→国49→県293（※1）→県54→国118→県71

国349→国288→国4→国118→県71

国349→県42（あぶくま）→県71

県19→県36→国349→県42（※1）→国118

県19→国288→国4→国118

県19→県36→国349→県14

県19→県36→国349→県42（あぶくま）→国118

県19→県36→国349→県42（※1）→国49→県285

県19→国288→国4→国118→県42→国49→県285

県19→県36→国349→県285

県19→県36→国349→県42（あぶくま）→国49→県285

県19→県36→国349→県42（※1）

県19→国288→国4→国118

県19→県36→国349→県14→国118

県19→県36→国349→県42（あぶくま）

県19→県36→国349（※2）

県19→国288→国4→国118→県14

県19→県36→国349→県42（※1）→国118→県14

県19→県36→国349→県42（あぶくま）→国118→県14

国288

国288→国399（※1）→国459（※1）→国4

国399→県36（※1）→国349→県13→国49

県381（※1）→県112→県19（※1）→県36→県13→国49

国288

県364（※1）→県50→国349→国459（※1）→国4

県113（※1）→国349→県13→国49

国288→国4→国294

国349→国459（※1）→国4→国294

国349→国289→国294

国349→県42（あぶくま）→東北道→国4→国294

国288→磐越道→東北道→国4→国294

国288→国4→県75

国349→国459（※1）→国4→県75

国349→国289→県44→県75

国349→県42（あぶくま）→国4→県75

国288→磐越道→東北道→国4→県75

国288→国4→県44→県42

国349→国459（※1）→国4→県44→県42

国349→県42（→県42（あぶくま）→県44→県42）

国288→磐越道→東北道→県42（あぶくま）→県44→県42

国288→国4→国289

国349→国459（※1）→国4→国289

国349→県42（県42（あぶくま）→東北道）→国4→国289

国288→磐越道→東北道→国4→国289

国349→県42（県42（あぶくま））→県44

国349→国459（※1）→国4→県44

国288→国4（磐越道→東北道）→県44

国349→国289→県44

国349→県42（県42（あぶくま））

国349→国459（※1）→国4→国118

国288→国4（磐越道→東北道）→国118

40,000

玉川村 1,200

田村市計

船引 21,500

白河市 14,300

泉崎村 1,500

矢吹町 1,800

西郷村 2,200

田村市

滝根

都路 2,800 郡山市 2,800

中島村 500

常葉 5,800 郡山市 5,800

800

5,000

石川町 1,800

平田村 1,700

玉川村 700

古殿町 800

大越

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

4,900

棚倉町 1,500

矢祭町 1,000

塙町 1,600

鮫川村

（※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－（３）
避難先の割り振り一覧（現況）

市町村名 施設名 市町村名 施設名
鮫川村農業者トレーニングセンター 勤労青少年ホーム
村立鮫川小学校 中田区会事務所

原屋敷 鮫川村 修明高校鮫川校 南町自治会館
村立鮫川中学校 古殿中学校
鮫川村公民館 勤労者体育センター
赤坂中野区集落センター 女性若者等活動促進施設

入水 塙町 塙中学校 古殿公民館
畑中 栗出区 平田村 平田村勤労者体育センター
江川 早稲川区 平田村 蓬田中学校体育館
糠塚 棚倉町 県立修明高校 第１区 郡山市 逢瀬コミュニティセンター
神俣町 塙町 県立塙工業高校 第２区
関場 棚倉町 棚倉小学校 第３区

塙小学校 第４区
塙農村勤労福祉会館 第５区 郡山市 大槻ふれあいセンター

中広土 棚倉町 県立修明高校 大槻ふれあいセンター
和貢 大槻公民館大槻分館
大平 第７区 郡山市 大槻小学校
入新田１ 塙町 高城地区体育館 第８区 郡山市 多田野小学校
入新田２ 塙町 県立塙工業高校 第９区 郡山市 青少年会館
上郷 矢祭町 矢祭中学校 河内小学校
中郷 矢祭町 矢祭勤労者体育センター 河内ふれあいセンター
作組 矢祭町 旧石井小学校体育館 逢瀬コミュニティセンター

矢祭小学校 第１１区 郡山市 旧河内小学校夏出分校
矢祭中央公民館 多田野小学校堀口分校
宝坂構造改善センター 県立郡山自然の家
塙公民館台宿分館 まどか荘 郡山市 県立郡山自然の家
塙公民館上石井分館 山田作 郡山市 富田西ふれあいセンター
塙幼稚園 ユラックス熱海
南原コミュニティ集会所 大槻中学校
平田村地域福祉センター 小山田小学校
県立小野高校平田校体育館 県立聾学校
泉中学校 総合地方卸売市場
須釜小学校 常葉２
旧中谷第２小学校体育館 石蒔田
中谷自治センター体育館 ユラックス熱海
共同福祉施設 磐梯熱海スポーツパーク
蓬田小学校体育館 熱海小学校
平田村中央公民館 上伊豆島小学校
平田村保健センター 鹿山 郡山市 西部第二体育館
旧石川小学校体育館 久保 郡山市 郡山第六中学校
旧中谷第一小学校体育館 新田作 郡山市 片平中学校
町武道館 関本
中谷自治センター 小檜山
（旧農村婦人の家）
当町集会所

避難元市町村地区名
避難先市町村

田村市滝根

避難元市町村地区名
避難先市町村

石神

菅谷駅前

梵天川

広瀬町

下組

三洞区

田村市大越町

白山区

田村市大越町

第１２区

常葉１

西向

塙町

田村市都路

中部区

町郷区

上北部区

南部区

第６区

第１０区

塙町

鮫川村

鮫川村

塙町

棚倉町

矢祭町

石川町

田村市常葉町

県立郡山高校

西部第二体育館

石川町

古殿町

西部体育館

塙町営体育館

棚倉町総合体育館

平田村

玉川村

石川町

平田村

西部区

東部区

牧野区

石川町

郡山市

郡山市

郡山市

郡山市

郡山市

郡山市

郡山市

郡山市

古殿町



市町村名 施設名 市町村名 施設名
避難元市町村地区名

避難先市町村
避難元市町村地区名

避難先市町村

大成小学校 さくら保育園
大成地域公民館 白河市役所

堀田 郡山市 熱海中学校 白河第二中学校体育館
熱海中学校 第二市民体育館
磐梯熱海小学校石莚分校 萱根生活改善センター
片平中学校 桜岡会館
片平小学校 大和田自治会館
片平ふれあいセンター 県立白河実業高校体育館
片平中学校 たまかわ文化体育館

ときわ荘 郡山市 県立聾学校 須釜中学校
大信中学校体育館 農村環境改善センター
信夫第一小学校体育館 農業者トレーニングセンター
大屋小学校体育館 春山２ 泉崎村 農業者トレーニングセンター
信夫第二小学校体育館 泉崎第二小学校
中新城構造改善センター 関和久宿集会所
下新城集会所 八雲地区コミュニティセンター
増見生活改善センター 泉崎中学校
上小屋ふれあい交流センター 石森 泉崎村 村立泉崎中学校
五器洗集会所 表郷多目的研修センター
旗宿地区生活改善センター 表郷幼稚園遊戯室
関の森公園白河都市農村交流センター おもてごう保育園
和平集会所 上願ふれあいセンター
大木集会所 犬神集落センター
県立白河実業高校体育館 小田川小学校体育館
小田川集会所 鹿島集会所
芳賀須内集会所 久保集会所
広谷地集会所 サンフレッシュ白河
泉田自治会館 表郷体育館
小田川市民センター 梁森公民館
東北中学校体育館 八幡集落センター
県立白河旭高校体育館 竹ノ内集落センター
白河中央中学校体育館 表郷老人福祉センター
白河第三小学校体育館 管辻集落農事集会所
第三市民体育館 上羽郷公民館
白河市中央体育館 三森公民館
中央保健センター 社田コミュニティセンター

中町 白河市 白河中央体育館 堀之内構造改善センター
中央保健センター 白河地域職業訓練センター
中央福祉センター 中央公民館
わかば保育園 芦ノ口集会所
武道館 五箇市民センター
白河第一小学校体育館 釜子小学校体育館
みのり保育園 関辺市民体育館
第一市民体育館 関辺小学校体育館
白河第二小学校体育館 関辺生活改善センター
県立白河高校体育館 二枚橋集会所

田村市船引町

田村市船引町

田村市常葉町

山根

今泉

小沢

板橋

上町

大町

早稲川

黒川

田代

長外路

門鹿

大倉
栄町

北区

下里

白河市

郡山市

郡山市

郡山市

郡山市

白河市

白河市

白河市

玉川村

春山１

文珠

鹿又１

鹿又２

鹿又３

白河市

白河市

白河市

白河市

白河市

白河市

泉崎村

泉崎村

白河市

白河市

白河市



参考資料１－（３）
避難先の割り振り一覧（現況）

市町村名 施設名 市町村名 施設名
避難元市町村地区名

避難先市町村
避難元市町村地区名

避難先市町村

五箇小学校体育館 要田 矢吹町 矢吹小学校
五箇中学校体育館 中畑小学校
中島中学校 中畑公民館
中島村体育センター 荒和田 矢吹町 善郷小学校
二子塚ふれあいセンター
西郷第二中学校
熊倉小学校
西郷第一中学校
米小学校
川谷中学校
羽太小学校

南移 西郷村 村民体育館
熊倉小学校
小田倉小学校

横道 西郷村 勤労身体障がい者体育館
東公民館
東多目的研修センター
細倉集会センター

芦沢中 白河市 東中学校体育館
東総合体育館
きつねうち温泉

芦沢南 白河市 東総合体育館
東中学校体育館
小野田小学校体育館
舟田集会所
白河第四小学校体育館
田島集会所
本沼集会所
大沼市民体育館
板橋集会所
久保野集会所
借宿集会所

椚山 矢吹町 矢吹中学校
永谷 矢吹町 県農業総合センター農業短期大学
遠山沢 矢吹町 三神小学校

白坂多目的研修センター
泉岡集会所
ひまわり保育園

井堀 白河市 みさか小学校体育館
白河第五小学校体育館
石阿弥陀自治会館
皮籠集会所
白河南中学校体育館
陣馬自治会館
下黒川集会所
大倉矢見集会所

田村市船引町

下郷

本郷

上

大堀

笹山

北移

中山

芦沢北

芦沢東

芦沢西

上郷

新舘

石沢

上移

白河市

中島村

田村市船引町

白河市

矢吹町

白河市

白河市

白河市

白河市

白河市

白河市

西郷村

西郷村

西郷村

白河市



参考資料１－（４）発電所からの距離別避難対象人口
○対象人口（平成２２年度国勢調査に基づいたもの）

 （単位：人）

市町村名 距離 人口 市町村人口計

10km～20km 都路町 ８区の一部、９区 531

船引町 横道

都路町
１区、２区、３区、４区、５区、６区、７区、８区
の一部、１０区、１１区、１２区、まどか荘

常葉町 堀田、黒川、田代、山根

船引町

上移、北移、南移、中山、横道、石沢、新舘、
長外路、鹿又一、鹿又二、鹿又三、今泉、小
沢、板橋、上町、中町、大町、栄町、北、下
里、上郷、下郷、椚山、永谷、本郷、井堀、
上、大堀、門鹿、大倉、遠山沢、芦沢東、芦沢
西、芦沢南、芦沢北、芦沢中、春山一、春山
二、文珠、石森、要田、笹山、荒和田

滝根町

石神、原屋敷、菅谷駅前、入水、畑中、江川、
糖塚、神俣町、関場、梵天川、中広土、和貢、
大平、入新田一、入新田二、上郷、中郷、作
組、広瀬町、下組

大越町 三洞、白山、中部、町郷、上北部、南部、

大越町 西部、東部、牧野、栗出、早稲川、百目木沢

常葉町
山田作、常葉１、常葉２、石蒔田、ときわ荘、
西向、鹿山、久保、新田作、関本、小檜山、早
稲川、堀田、黒川、田代、山根

 （単位：人）

市町村名 距離 人口 市町村人口計

10km～20km 都路町 ９区の一部 478

滝根町 入新田一、入新田二、広瀬町

都路町
１区、２区、３区、４区、５区、６区、７区、８区、
９区の一部、１０区、１１区、１２区、まどか荘

常葉町 田代、黒川

船引町

上移、北移、南移、中山、横道、今泉、小沢、
板橋、上町、中町、大町、栄町、北、下里、上
郷、下郷、椚山、門鹿、大倉、新舘、石沢、鹿
又一、鹿又二、鹿又三、長外路、春山一、春
山二、文珠、石森、芦沢東、芦沢西、芦沢南、
芦沢北、芦沢中、永谷、遠山沢、本郷、井堀、
上、大堀、要田、笹山、荒和田

滝根町

石神、原屋敷、菅谷駅前、入水、畑中、江川、
糖塚、神俣町、関場、梵天川、中広土、和貢、
大平、入新田一、入新田二、上郷、中郷、作
組、広瀬町、下組

大越町
三洞、白山、中部、町郷、上北部、南部、西
部、東部、牧野、栗出、早稲川、百目木沢

都路町 １区、２区、３区、４区

常葉町
山田作、常葉１、常葉２、石蒔田、ときわ荘、
西向、鹿山、久保、新田作、関本、小檜山、早
稲川、堀田、黒川、田代、山根

（１）福島第一原子力発電所からの距離別行政区別人口                 

行政区名

田村市

40,422

20km～30km

6,179

30km～

33,712

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

行政区名

田村市

40,422

20km～30km

5,827

30km～

34,117



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

10km～20km 都路町 ８区の一部、９区 341 0

船引町 横道

都路町
１区、２区、３区、４区、５区、６区、７区、８区
の一部、１０区、１１区、１２区、まどか荘

常葉町 堀田、黒川、田代、山根

船引町

上移、北移、南移、中山、横道、石沢、新舘、
長外路、鹿又一、鹿又二、鹿又三、今泉、小
沢、板橋、上町、中町、大町、栄町、北、下
里、上郷、下郷、椚山、永谷、本郷、井堀、
上、大堀、門鹿、大倉、遠山沢、芦沢東、芦
沢西、芦沢南、芦沢北、芦沢中、春山一、春
山二、文珠、石森、要田、笹山、荒和田

滝根町

石神、原屋敷、菅谷駅前、入水、畑中、江
川、糖塚、神俣町、関場、梵天川、中広土、
和貢、大平、入新田一、入新田二、上郷、中
郷、作組、広瀬町、下組

大越町 三洞、白山、中部、町郷、上北部、南部、

大越町 西部、東部、牧野、栗出、早稲川、百目木沢

常葉町
山田作、常葉１、常葉２、石蒔田、ときわ荘、
西向、鹿山、久保、新田作、関本、小檜山、
早稲川、堀田、黒川、田代、山根

 （単位：人）

市町村名 距離 人口
内

避難者
（再掲）

市町村人口
計

10km～20km 都路町 ９区の一部 64

滝根町 入新田一、入新田二、広瀬町

都路町
１区、２区、３区、４区、５区、６区、７区、８区、
９区の一部、１０区、１１区、１２区、まどか荘

常葉町 田代、黒川

船引町

上移、北移、南移、中山、横道、今泉、小沢、
板橋、上町、中町、大町、栄町、北、下里、上
郷、下郷、椚山、門鹿、大倉、新舘、石沢、鹿
又一、鹿又二、鹿又三、長外路、春山一、春
山二、文珠、石森、芦沢東、芦沢西、芦沢
南、芦沢北、芦沢中、永谷、遠山沢、本郷、
井堀、上、大堀、要田、笹山、荒和田

滝根町

石神、原屋敷、菅谷駅前、入水、畑中、江
川、糖塚、神俣町、関場、梵天川、中広土、
和貢、大平、入新田一、入新田二、上郷、中
郷、作組、広瀬町、下組

大越町
三洞、白山、中部、町郷、上北部、南部、西
部、東部、牧野、栗出、早稲川、百目木沢

都路町 １区、２区、３区、４区

常葉町
山田作、常葉１、常葉２、石蒔田、ときわ荘、
西向、鹿山、久保、新田作、関本、小檜山、
早稲川、堀田、黒川、田代、山根

田村市

39,482

20km～30km

1,008

30km～

38,410

行政区名

行政区名

30km～

20km～30km

田村市

35,431

○対象人口（現況人口に基づいたもの）
（１）福島第一原子力発電所からの距離別行政区別人口                 

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

39,482

3,710 9

625



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



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
(川俣町）



○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114

国114→国349→県62→国4

国114→国349（※1）→国115→国4

国114→県39→国4

国349（※1）

国114→国349→県62→国4

国114→国4→国399

国114→県39（※1）→国4

国349（※1）→国399→国4

国114→国349→県62→国4

国114→国4

国114→県39（※1）→国4

国349（※1）→国399→国4

国114→国349→県62→国4

国114→国4

国114→県39（※1）→国4

15,600

○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114

国114→国349→県62→国4

国114→国349（※1）→国115→国4

国114→県39→国4

国349（※1）

国114→国349→県62→国4

国114→国4→国399

国114→県39（※1）→国4

国349（※1）→国399→国4

国114→国349→県62→国4

国114→国4

国114→県39（※1）→国4

国349（※1）→国399→国4

国114→国349→県62→国4

国114→国4

国114→県39（※1）→国4

15,100川俣町計

川俣町 全行政区 15,100

福島市 3,900

伊達市 6,900

桑折町 1,200

国見町 3,100

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

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

15,600

福島市 3,700

川俣町計

伊達市 7,500

桑折町 1,400

国見町 3,000

川俣町 全行政区

（※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-（２） 避難ルート図
　　川俣町　→　福島市　伊達市　桑折町　国見町

福島市

伊達市

桑折町

国見町

川俣町

国道１１４号

国道３４９号

県道６２号

国道４号

国道１１５号

国道３９９号

県道３９号







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

川俣町 30km～

14,241 641 14,241

（単位：人）

市町村名 距離 人口
内

避難者
（再掲）

市町村人口計

川俣町 30km～

14,241 641 14,241

福島第二原子力発電所からの距離別行政区別人口

行政区名

山木屋、大綱木、小綱木、飯坂、西福沢、東福沢、
鶴沢、鶴子、広畑、仁井町、細田、上桜、舘ノ腰、
仲ノ内、橋本、新湯、小作、大作、新宮、池ノ入、
川原田、新中町、賤ノ田、寺久保、大清水、東大
清水、鉄炮町、日和田、柏崎、段ノ腰、樋ノ口、五
百田、八反田、瓦町、後田、根本、後庵、大内、道
内、舘、中島、本町、中丁、竹ノ内、宮町、宮前、
宮ノ脇、赤坂、宮ノ入、七曲、桜ケ作、草ケ入、天
神入、寺前、石川、道場、西戸ノ内、壁沢、七窪、
戸ノ入、倉ケ作、壺ケ作、二ノ久保、早坂、獅子喰
田、百枚田、葭ケ入、延命神、元屋敷、新田、海老
ケ作、布引、下拍子、三百田、小島、小神、羽田、
秋山

○対象人口（現況人口に基づいたもの）

福島第一原子力発電所からの距離別行政区別人口

行政区名

山木屋、大綱木、小綱木、飯坂、西福沢、東福沢、
鶴沢、鶴子、広畑、仁井町、細田、上桜、舘ノ腰、
仲ノ内、橋本、新湯、小作、大作、新宮、池ノ入、
川原田、新中町、賤ノ田、寺久保、大清水、東大
清水、鉄炮町、日和田、柏崎、段ノ腰、樋ノ口、五
百田、八反田、瓦町、後田、根本、後庵、大内、道
内、舘、中島、本町、中丁、竹ノ内、宮町、宮前、
宮ノ脇、赤坂、宮ノ入、七曲、桜ケ作、草ケ入、天
神入、寺前、石川、道場、西戸ノ内、壁沢、七窪、
戸ノ入、倉ケ作、壺ケ作、二ノ久保、早坂、獅子喰
田、百枚田、葭ケ入、延命神、元屋敷、新田、海老
ケ作、布引、下拍子、三百田、小島、小神、羽田、
秋山



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
(広野町）



○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→国49→国349

県249→県35→県41

国6→国289（※1）→国118→県42

常磐道→磐越道→国349

国6→国49→県285

県249→県35→県41→県66→県42→国49→県285

国6→国49→国349→県285

国6→国289→国349→県285

常磐道→磐越道→県42（あぶくま）→国49→県285

国6→国49→県42→国118

県249→県35→県41→県66→県42→国118

国6→国49→国349（※2）→県71

国6→国289（※1）→国118

常磐道→磐越道→県42（あぶくま）→国118

国6→国49→県42→国118

県249→県35→県41→県66→県42→国118

国6→国49→国349（※2）→県14

国6→国289（※1）→国118

常磐道→磐越道→県42（あぶくま）→国118

5,500

　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→国49→国349

県249→県35→県41

国6→国289（※1）→国118→県42

常磐道→磐越道→国349

国6→国49→県42→国118

県249→県35→県41→県66→県42→国118

国6→国49→国349（※2）→県71

国6→国289（※1）→国118

常磐道→磐越道→県42（あぶくま）→国118

2,300

1,800

5,500

2,300

広野町計

広野町 全行政区

小野町

平田村 500

浅川町 900

石川町

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

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

広野町計

広野町 全行政区 2,300

小野町 1,400

浅川町 900

（※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-（２） 避難ルート図
　広野町　→　小野町　平田村　浅川町　石川町

小野町

平田村

石川町

浅川町

広野町

国道６号

国道４９号

国道３４９号

国道２８９号

国道１１８号

県道３５号

県道６６号

県道２４９号

あぶくま道

常磐道

磐越道

県道１４号

県道４２号

県道２８５号

県道７１号

県道４１号







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 市町村人口計

広野町 20km～30km

5,418

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 市町村人口計

5km～10km

10km～20km

（単位：人）

市町村名 距離 人口
内

避難者
（再掲）

市町村人口計

広野町 20km～30km

1,781 103 1,781

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

5km～10km

680 36

10km～20km

1,101 67

1,781

5,418

○対象人口（平成２２年度国勢調査に基づいたもの）

行政区名

○対象人口（現況人口に基づいたもの）

行政区名

第１区、第２区、第３区、第４区、第５区、第６
区、第７区、第８区、第９区、第１０区、第１１
区、第１２区、第１３区、第１４区、第１５区、第
１６区、第１７区、第１８区、第１９区、第２０
区、第２１区、第２２区、第２３区、第２４区、第
２５区、第２６区、第２７区、工業団地

第１９区、第２０区、第２１区、第２２区、第２６
区、工業団地

福島第一原子力発電所からの距離別行政区別人口

福島第一原子力発電所からの距離別行政区別人口

広野町

第１９区、第２０区、第２１区、第２２区、第２６
区、工業団地

第１区、第２区、第３区、第４区、第５区、第６
区、第７区、第８区、第９区、第１０区、第１１
区、第１２区、第１３区、第１４区、第１５区、第
１６区、第１７区、第１８区、第２３区、第２４
区、第２５区、第２７区

第１区、第２区、第３区、第４区、第５区、第６
区、第７区、第８区、第９区、第１０区、第１１
区、第１２区、第１３区、第１４区、第１５区、第
１６区、第１７区、第１８区、第２３区、第２４
区、第２５区、第２７区

行政区名

人口

人口

5,418

広野町

行政区名

第１区、第２区、第３区、第４区、第５区、第６
区、第７区、第８区、第９区、第１０区、第１１
区、第１２区、第１３区、第１４区、第１５区、第
１６区、第１７区、第１８区、第１９区、第２０
区、第２１区、第２２区、第２３区、第２４区、第
２５区、第２６区、第２７区、工業団地

1,446

3,972



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
(楢葉町）



○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→国49

国6→国399→県41→県66→県42→国49

県35→県41→県66→県42→国49

常磐道→磐越道→国49

国6→国49→県293→県233→県54→国118→国401

県35→県41→県66→県42→国49→国118→国401

常磐道→磐越道→国121→国401

国6→国49→国252

国6→国399→県41→県66→県42→国49→国252

県35→県41→県66→県42→国49→国252

常磐道→磐越道→国252

7,700

 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→国49→県293→県233→県54→国118→国401

県35→県41→県66→県42→国49→国118→国401

常磐道→磐越道→国121→国401

3,000

1,100

楢葉町計

楢葉町 全行政区 7,700

会津坂下
町

600

会津美里
町

6,000

柳津町

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

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

楢葉町計

楢葉町 全行政区 3,000
会津美里

町
3,000

（※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-（２） 避難ルート図
　楢葉町　→　会津坂下町　会津美里町　柳津町

柳津町

会津美里町

会津坂下町

楢葉町

常磐道

県道３５号

県道４１号

国道２５２号

国道１１８号

国道４０１号

国道３９９号

県道６６号

磐越道

県道２９３号

県道２３３号 県道４２号

国道１２１号

国道６号

国道４９号







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 市町村人口計

10km～20km

20km～30km

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 市町村人口計

～5km

5km～10km

10km～20km

（単位：人）

市町村名 距離 人口
内

避難者
（再掲）

市町村人口計

楢葉町

3,000 3,000

市町村名 距離 人口
内

避難者
（再掲）

市町村人口計

楢葉町

3,000 3,000

全行政区

人口

人口

4,730

2,959

11

7,659

41

全行政区

福島第一原子力発電所からの距離別行政区別人口

楢葉町

波倉、営団、下繁岡、繁岡、上繁岡、上井出、
下井出、北田、松館、大谷、旭ヶ丘

井出、大谷

○対象人口（現況人口に基づいたもの）

下井出、北田、前原、大谷、上小塙、下小塙、
松館、山田浜、山田岡、女平、椴木下、大坂、
乙次郎

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）

○対象人口（平成２２年度国勢調査に基づいたもの）

行政区名

井出、大谷、上繁岡、下繁岡、波倉、上小塙、
下小塙、北田、前原、山田岡、山田浜、営団、
繁岡、上井出、下井出、松館、旭ヶ丘、女平、
椴木下、乙次郎

山田岡、山田浜、井出、下小塙、大谷、大坂

楢葉町

福島第一原子力発電所からの距離別行政区別人口

7,700

7,700

行政区名

行政区名

行政区名



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
(富岡町）



○参考資料１-（１）　避難先市町村一覧

主な避難ルート

（国：国道、県：県道、市：市道、○○道：○○自動車道）

国6→県36→国399→国288

国6→国49（２Ｆの発災がない場合）

県35→県41→県66→県13→国49（２Ｆの発災がない場合）

国6→県36（※1）→国349→県13→国49

国6→県36（※1）→常磐道→磐越道→国49（２Ｆの発災がない場
合）

国6（または、→県36→常磐道／県35）→国114→国459（※1）→国4
（→東北道→国49）（１Ｆの発災がない場合）

国6→県36→県35→国288（１Ｆの発災がない場合）

16,100

全行政区 16,100 郡山市 16,100

富岡町計

富岡町

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

（※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-（２） 避難ルート図
富岡町　→　郡山市

郡山市

富岡町

国道６号

国道３９９号

常磐道

磐越道 県道３６号

県道３５号

県道４１号

県道６６号

県道１３号

国道２８８号

国道４９号

国道４５９号 国道１１４号





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 12,890

10km～20km 3,111

市町村名 距離 人口 市町村人口計

～5km 8,866

5km～10km 7,135

16,001

16,001

○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

○福島第一原子力発電所からの距離別行政区別人口

○対象人口（現況人口に基づいたもの）

岩井戸、赤木、王塚、上本町、下千里、新夜ノ森、新
町、高津戸、夜の森駅前南、夜の森駅前北、大菅、深
谷、小良ヶ浜、仲町、杉内

行政区名

富岡町

行政区名

富岡町

小良ヶ浜、新夜ノ森、深谷、大菅、夜の森駅前北、夜
の森駅前南、小浜、高津戸、新町、下千里、仲町、王
塚、上本町、杉内、仏浜、中央、栄町、駅前、西原、本
町

上郡、下郡山、仏浜、毛萱、太田、岩井戸、赤木、西
原、清水

太田、下郡山、毛萱、上郡、清水、西原、駅前、仏浜、
岩井戸、中央、本町、栄町、小浜、上本町、王塚、赤
木、深谷、新夜ノ森、新町



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
(川内村）



○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399→国288

県112（※2）→県302（※1）→国288

県36（※1）→国349→県13→国49

県36→県287（※2）→県41→県66→県13→国49

県36→県28（※2）→県41→県66→県13→国349→磐越道→東北道→国49

国399→国288→磐越道→東北道→国49

県36（※1）→国349→磐越道→東北道→国49

2,900

 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399→国288

県112（※2）→県302（※1）→国288

県36（※1）→国349→県13→国49

県36→県287（※2）→県41→県66→県13→国49

県36→県28（※2）→県41→県66→県13→国349→磐越道→東北道→国49

国399→国288→磐越道→東北道→国49

県36（※1）→国349→磐越道→東北道→国49

2,800川内村計

川内村 全行政区 2,800 郡山市 2,800

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

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

全行政区 2,900 郡山市 2,900

川内村計

川内村

（※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-（２） 避難ルート図
　川内村　→　郡山市

郡山市

川内村

国道３９９号

国道２８８号

県道１１２号

県道３０２号

県道３６号

国道３４９号

県道１３号

国道４９号

県道２８７号

県道４１号

磐越道

東北道

県道６６号







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

10km～20km 338

20km～30km 2,401

市町村名 距離 人口 市町村人口計

10km～20km 2,087

20km～30km 652

（単位：人）

市町村名 距離 人口 市町村人口計

10km～20km 749

20km～30km 2,071

市町村名 距離 人口 市町村人口計

10km～20km 1,312

20km～30km 1,508

2,820

2,820

2,739

2,739

福島第一原子力発電所からの距離別行政区別人口

福島第一原子力発電所からの距離別行政区別人口

○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

○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

行政区名

行政区名

行政区名

川内村

第５行政区、第６行政区、第７行政区、第８行政区

第１行政区、第２行政区、第３行政区、第４行政区

第１行政区、第２行政区、第３行政区、第４行政区、第
５行政区の一部、第６行政区、第７行政区

川内村

○対象人口（現況人口に基づいたもの）

行政区名

川内村

第５行政区の一部、第８行政区

第１行政区、第２行政区、第３行政区、第４行政区、第
５行政区の一部、第６行政区、第７行政区

第５行政区、第６行政区、第７行政区、第８行政区

第１行政区、第２行政区、第３行政区、第４行政区

○対象人口（現況人口に基づいたもの）

川内村

第５行政区の一部、第８行政区



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
(大熊町）



○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）

県251→国288（※1）→国4→国49

国6→国114→国459（※1）→国115→国49（１Ｆの発災がない場合）

県166→県35→県36（※1）→国349→県13→国49

国6→国49→県293（※1）→県54→国118（２Ｆの発災がない場合）

県251→国288（※1）→磐越道→国49

国6→国114→国459（※1）→国4→東北道→磐越道→国49（１Ｆの発災が
ない場合）

県166→県35→県36（※1）→国349→磐越道→国49

常磐道→磐越道→国49（２Ｆの発災がない場合）

県251→国288（※1）→国4→国349→国49→国121

国6→国114→国459（※1）→国115→国49→国121（１Ｆの発災がない場
合）

県166→県35→県36（※1）→国349→県13→国49→国121

国6→国49→県293（※1）→県54→国118→国121（２Ｆの発災がない場
合）

県251→国288（※1）→磐越道→国121

国6→国114→国459（※1）→国4→東北道→磐越道→国121（１Ｆの発災
がない場合）

県166→県35→県36（※1）→国349→磐越道→国121

常磐道→磐越道→国121（２Ｆの発災がない場合）

11,600

喜多方市 5,600

大熊町計

大熊町 全行政区 11,600

会津若松
市

6,000

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-（２） 避難ルート図
　大熊町　→　会津若松市　喜多方市

会津若松市

喜多方市

大熊町

国道２８８号

国道４号

国道４９号

国道１１４号
国道４５９号

国道１１５号

国道３４９号

国道１１８号

国道６号

県道２５１号

県道１６６号

県道３５号

県道３６号

県道１３号

県道２９３号

県道５４号

東北道

常磐道

磐越道

国道１２１号





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

10km～20km

9,533

5km～10km

1,962

20km～30km

20

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 市町村人口計

10km～20km

7,320

20km～30km

4,195

○対象人口（平成２２年度国勢調査に基づいたもの）

行政区名

大熊町

夫沢1区、夫沢2区、夫沢3区、小入野、大和久、熊
川、野馬形、熊1区、熊2区、熊3区、町、下野上2区、
下野上3区、大野1区、大野2区

野上

行政区名

福島第一原子力発電所からの距離別行政区別人口

11,515

11,515

大熊町

町、熊川、熊1区、熊2区、熊3区、大川原1区、大川原
2区、小入野、野馬形、大和久、夫沢1区、下野上3
区、大野1区、大野2区

夫沢2区、夫沢3区、小入野、下野上1区、下野上2区、
大川原1区、大川原2区、野上1区、野上2区

熊川、町、熊1区、熊2区、夫沢3区、下野上1区、下野
上2区、下野上3区、大野2区、野上1区、野上2区、大
川原1区、大川原2区



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
(双葉町）



○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288（※1）→国4→国294

国6→国114→国459（※1）→国4（→東北道→国4）→国294

国6→国114→常磐道（県34）→県12→国349→国459（※1）→国4（→東北道→国4）→国294

国6→国114→常磐道（県34）→国115→国4（→国115→東北道→国4）→国294

国6→国114→常磐道→仙台東部→仙台南部→東北道→国4→国294

国288（※1）→磐1越道→東北道→国4→国294

国288（※1）→国4→県75

国6→国114→国459（※1）→国4（→東北道→国4）→県75

国6→国114→常磐道（または、県34）→県12→国349→国459（※1）→国4（→東北道→国4）→県75

国6→国114→常磐道（または、県34）→国115→国4（→国115→東北道→国4）→県75

国6→国114→常磐道→仙台東部→仙台南部→東北道→国4→県75

国288（※1）→磐越道→東北道→国4→県75

国288（※1）→国4→県44→県42

国6→国114→国459（※1）→国4（→東北道→県42（あぶくま））→県44→県42

国6→国114→常磐道（または、県34）→県12→国349→国459（※1）→国4（→東北道→県42（あぶくま））→県44→県42

国6→国114→常磐道（または、県34）→国115→国4（→国115→東北道→国4）→県44→県42

国6→国114→常磐道→仙台東部→仙台南部→東北道→国4→県44

国288（※1）→磐越道→東北道→県42（あぶくま）→県42

国288（※1）→国349→県42→県44

国6→国114→国459（※1）→国4→県44

国6→国114→常磐道（または、県34）→県12→国349→国459（※1）→国4（→東北道→国4）→県44

国6→国114→常磐道（または、県34）→国115→国4（→国115→東北道→国4）→県44

国6→国114→常磐道→仙台東部→仙台南部→東北道→国4→県44

国288（※1）→国349→県42（あぶくま）→県44

国288（※1）→国349→県42→国118

国6→国114→国459（※1）→国4→国289→国118

国6→国114→常磐道（または、県34）→県12→国349→国459（※1）→国4（→東北道→国4）→国289→国118

国6→国114→常磐道（または、県34）→国115→国4（→国115→東北道→国4）→国289→国118

国6→国114→常磐道→仙台東部→仙台南部→東北道→国4→国289→国118

国288（※1）→国349→県42（あぶくま）→国118

国288（※1）→国349→県42→県40

国6→国114→国459（※1）→国4（→東北道→国4）→県42→国118

国6→国114→常磐道（または、県34）→県12→国349→国459（※1）→国4（→東北道→国4）→県42→国118

国6→国114→常磐道（または、県34）→国115→国4（→国115→東北道→国4）→県42→国118

国6→国114→常磐道→仙台東部→仙台南部→東北道→国4→県42→国118

国288（※1）→国349→県42（あぶくま）→国118

7,000

石川町

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

双葉町計

全行政区双葉町

白河市 500

泉崎村 500

7,000

1,700

3,100

矢吹町

500中島村

棚倉町 700

（※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-（２） 避難ルート図
双葉町　→　白河市　泉崎村　矢吹町　中島村　棚倉町　石川町

矢吹町

石川町

中島村

泉崎村

棚倉町

双葉町

白河市

国道２８８号
国道４号

国道２９４号

国道６号

国道１１４号国道４５９号

国道３４９号

国道１１５号

県道１２号

県道７５号
県道４４号

県道４２号

県道４０号

常磐道

東北道

あぶくま道

国道２８９号

国道１１８号

磐越道

県道３４号





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 6,081

5km～10km 851

10km～20km 0

市町村名 距離 人口 市町村人口計

双葉町 10km～20km 6,932 6,932

○対象人口（平成22年度国勢調査に基づいたもの）

6,932

○福島第一原子力発電所からの距離別行政区別人口

浜野、長塚１、長塚２、下長塚、羽鳥、両竹、中田、鴻
草、郡山、細谷、新山、渋川、山田、石熊、下条、三
字、寺松、

行政区名

○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

行政区名

双葉町

山田、細谷、新山、三字、羽鳥、下条、長塚１、長塚
２、下長塚、郡山、浜野、中田、両竹

山田、石熊、三字、羽鳥、寺松、鴻草、渋川、長塚１、
長塚２、両竹、中田

石熊（※居住人口なし）



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
(浪江町）



○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114→国459（※1）→国4（→東北道→国49）

国6→県12→国349→国114→国4（→国115→東北道→国49）

国114→常磐道（または、県34）→県12→国349→国114→国
4（→国115→東北道→国49）

国114→常磐道（または、県34）→国115→国4（→国115→
東北道→国49）

国114→常磐道→仙台東部→仙台南部→東北道→国49

国114→県62（※2）→国4

国114→県62（※2）→国349→国459（※1）→国4

国114→国459→国349→国288→磐越道→東北道→国49

国114→国459（※1）

国6→県12→国349→国114→国4（→国115→東北道→国4）

国114→常磐道（または、県34）→県12→国349→国114→国
4（→国115→東北道→国4）

国114→常磐道（または、県34）→国115→国4（→国115→
東北道→国4）

国114→常磐道→仙台東部→仙台南部→東北道→国4

国114→県62（※2）→国4

国114→県62（※2）→国349→国459（※1）

国114→国459（※1）→国4（→東北道→国4）

国6→県12→国349→国114→国4（→国115→東北道→国4）

国114→常磐道（または、県34）→県12→国349→国114→国
4（→国115→東北道→国4）

国114→常磐道（または、県34）→国115→国4（→国115→
東北道→国4）

国114→常磐道→仙台東部→仙台南部→東北道→国4

国114→県62（※2）→国4

国114→県62（※2）→国349→国459（※1）→国4

国114→国459→国349→国288→磐越道→東北道→国4

21,000

○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114→国459（※1）

国6→県12→国349→国114→国4（→国115→東北道→国4）

国114→常磐道（または、県34）→県12→国349→国114→国
4（→国115→東北道→国4）

国114→常磐道（または、県34）→国115→国4（→国115→
東北道→国4）

国114→常磐道→仙台東部→仙台南部→東北道→国4

国114→県62（※2）→国4

国114→県62（※2）→国349→国459（※1）

1,700浪江町計

浪江町 全行政区 1,700 二本松市 1,700

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

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

二本松市

本宮市 5,000

浪江町計

浪江町 全行政区 21,000

郡山市 7,900

8,100

（※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-（２） 避難ルート図
　浪江町　→　二本松市　本宮市　郡山市

本宮市

二本松市

郡山市

浪江町

国道６号

国道１１４号

国道４号

国道１１５号

国道３４９号

県道１２号

県道６２号

国道４５９号

常磐道

国道２８８号

東北道

国道１１４号
県道３４号







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 185

5km～10km 17,256

10km～20km 2,152

20km～30km 1,215

30km～ 97

市町村名 距離 人口 市町村人口計

10km～20km 16,275

20km～30km 3,731

30km～ 899

20,905

行政区名

行政区名

両竹、中浜

両竹、中浜、請戸北、請戸南、北棚塩、南棚塩、北幾
世橋北、北幾世橋南、幾世橋、佐屋前、高瀬、樋渡・
牛渡、上ノ原、川添北、川添南、1区、2区、3区、4区、
5区、6区、7区、8区、小丸、井出、田尻、大堀、小野
田、谷津田、酒井、加倉、酒田、西台、藤橋

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）

20,905

羽附、津島、南津島上、赤宇木、手七郎

畑川、小丸、井出、末森、田尻、大堀、室原、立野上、
立野中、立野下、苅宿、加倉、酒田、藤橋、大昼

浪江町

津島、下津島、南津島上、南津島下、赤宇木、手七
郎、大昼

浪江町

○　対象人口（国調人口に基づいたもの）

福島第一原子力発電所からの距離別行政区別人口

両竹、中浜、請戸北、請戸南、南棚塩、北幾世橋北、
北幾世橋南、幾世橋、高瀬、樋渡・牛渡、上ノ原、川
添北、川添南、1区、2区、4区、5区、6区、7区、8区、
小丸、井手、末森、田尻、大堀、小野田、谷津田、酒
井

北棚塩、南棚塩、北幾世橋北、北幾世橋南、幾世橋、
佐屋前、上ノ原、川添北、川添南、1区、2区、3区、4
区、8区、畑川、小丸、井手、末森、田尻、大堀、室
原、立野上、立野中、立野下、苅宿、加倉、酒田、西
台、藤橋、大昼

羽附、津島、下津島、南津島上、南津島下、赤宇木、
手七郎、大昼



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

浪江町

市町村名 距離 人口 市町村人口計

浪江町 1,700

行政区名

全行政区

1,700

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）

○　対象人口（現況人口に基づいたもの）

行政区名

全行政区

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－（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
(葛尾村）



○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399→国288→市（内環状線）→県296→国49

国399→国288→国349→県13→国49→県293（※1）→県54→
国118→国294（※2）→国49

国399→国459（※1）→国115→国49

県50→国349→県119→県118→国4→国49

国399→国288→磐越道→国49

国399→国459（※1）→国4→東北道→磐越道→国49

県50→国349→国288→磐越道→国49

県50→国288→磐越道→国49

国399→国288→市（内環状線）→県296→国49→国252

国399→国288→国349→県13→国49→県293（※1）→県54→
国118→国294（※2）→国49→国252

国399→国459（※1）→国115→国49→国252

県50→国349→県119→県118→国4→国49→国252

国399→国288→磐越道→国252

国399→国459（※1）→国4→東北道→磐越道→国252

県50→国349→国288→磐越道→国252

県50→国288→磐越道→国252

1,600葛尾村計

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

葛尾村 全行政区 1,600

会津坂下
町

1,000

柳津町 600

（※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-（２） 避難ルート図
　葛尾村　→　会津坂下町　柳津町

柳津町

葛尾村

会津坂下町

国道３９９号

国道２８８号

国道４９号

国道３４９号

国道１１８号

国道２９４号

国道４号

県道２９６号

県道１３号県道２９３号

県道５４号

県道１１８号

県道１１９号

磐越道

東北道

市 内環状線

県道５０号

国道２５２号
国道４９号

国道１１５号

国道４５９号





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

10km～20km 281

20km～30km 1,250

（単位：人）

市町村名 距離 人口 市町村人口計

10km～20km 1,023

20km～30km 508

1,531

1,531

福島第一原子力発電所からの距離別行政区別人口

○福島第二原子力発電所からの距離別行政区別人口

○対象人口（平成２２年度国勢調査に基づいたもの）

葛尾村

落合、大放、夏湯、大笹、岩角、野行

落合、野川、上野川、大笹、野行、広谷地、下葛尾、
上葛尾

行政区名

葛尾村

大放、野行

落合、野川、上野川、大放、夏湯、岩角、野行、広谷
地、大笹、下葛尾、上葛尾

行政区名



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
(飯舘村）



○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）

県12→国114

国399（※2）→国349→国4

国399（※2）→国349→国115→国4

県31→国115→国4

6,300飯舘村計

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

飯舘村 全行政区 6,300 福島市 6,300

（※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-（２） 避難ルート図
　飯舘村　→　福島市

福島市

県道３１号

国道３４９号

国道１１４号 県道１２号

国道１１５号

国道３９９号

国道４号

飯舘村





参考資料１‐（４）発電所からの距離別避難対象人口

福島第一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 市町村人口計

20km～30km 416

30km～ 5,793

（単位：人）

市町村名 距離 人口 市町村人口計

飯舘村 30km～ 6,209 6,209

第二原子力発電所からの距離別行政区別人口

行政区名

飯舘村

蕨平、長泥

6,209深谷、八木沢・芦原、伊丹沢、関沢、大倉、佐須、宮
内、草野、飯樋町、前田・八和木、大久保・外内、上
飯樋、比曽、関根・松塚、臼石、前田、二枚橋・須
萱、小宮

○　対象人口（国調人口に基づいたもの）

行政区名

蕨平、長泥、深谷、八木沢・芦原、伊丹沢、関沢、大
倉、佐須、宮内、草野、飯樋町、前田・八和木、大久
保・外内、上飯樋、比曽、関根・松塚、臼石、前田、
二枚橋・須萱、小宮
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