
双葉町告示第１９号 

  

 令和４年７月２６日に平成２３年（２０１１年）福島第一原子力発電所事故に係る原子力

災害対策本部長から、東京電力株式会社福島第一原子力発電所において発生した事故に関し、

原子力災害対策特別措置法（平成１１年法律第１５６号）第２０条第２項に基づき、令和４

年８月３０日午前０時をもって解除することの指示があったので、災害対策基本法(昭和３

６年法律第２２３号)第６０条第５項に基づき、下記のとおり避難指示区域を解除する。 

 

令和４年８月８日 

 

双葉町長 伊澤 史朗 

 

避難指示区域の解除区域 

１．避難指示区域を

解除する日 
令和４年８月３０日 午前０時 

２．避難指示区域を

解除する区域 

（１）避難指示区域の解除： 

双葉町において設定されている帰還困難区域のうち 

大字新山字北広町の全ての区域、 

    字本町の全ての区域、 

    字根小屋の全ての区域、 

    字広町の全ての区域、 

    字東舘の全ての区域、 

    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、１

１３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、１

１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、２

２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）、 

    字下条の全ての区域、 

    字久保前の全ての区域、 

    字天王下の全ての区域、 
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    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、１

２１番地１、１２１番地３、１３０番地１、１

３０番地３から５、１３２番地１から３、１７

５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、２９

３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）、 

大字前田字舘下の全ての区域、 

    字大畑の全ての区域、 

    字善能寺の全ての区域、 

    字別当内の全ての区域、 

    字一丁木の全ての区域、 

    字大畑前の全ての区域、 

    字栗崎の全ての区域、 

    字高田の全ての区域、 

    字桜町の全ての区域、 

    字下古川の全ての区域、 

    字稲荷前の全ての区域、 

    字結ノ内の全ての区域、 

    字五反田の全ての区域、 

    字大光内の全ての区域、 

    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、２

５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）、 

    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、２

２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、１

４３番地１、１４３番地４、１４４番地４、１４

４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）、 

    字前川原の全ての区域、 

    字下川原の全ての区域、 

    字阿弥陀下の全ての区域、 

    字反町の全ての区域、 

大字水沢字沢田（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、２

４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、１

２０番地１、１２１番地１、１２２番地１、１２

３番地、１２９番地、１４１番地１から５、１４

３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）、 

  大字目廹字愛宕下（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、１

１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、４

１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）、 

大字長塚字谷沢町の全ての区域、 

    字観音堂の全ての区域、 

    字三ノ宮の全ての区域、 

    字寺内前の全ての区域、 

    字町東の全ての区域、 

    字町西の全ての区域、 

    字鬼木の全ての区域、 

    字町の全ての区域、 

    字町裏の全ての区域、 

    字深谷の全ての区域、 

    字蛭子堂の全ての区域、 

    字原田の全ての区域、 

    字北目の全ての区域、 

    字越田の全ての区域、 

    字西宮下の全ての区域、 

    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、２

１６番地１、２１６番地３から４、２１７番地、

２１７番地２、２７６番地）、 

    字寺内廹の全ての区域、 

    字福田廹（１５０番地５）、 

大字下羽鳥字川原廹（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、８

２番地２）、 

     字清水廹（１４４番地１）、 

     字豊田の全ての区域、 

     字益田の全ての区域、 

     字南菅町の全ての区域、 

     字南札立場の全ての区域、 

     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、３

４番地、３８番地、４０番地１、４２番地、４

３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、５

３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、１２

４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、１５

４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）、 

     字北沖の全ての区域、 

     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、９

８番地から１０２番地、１０３番地１から２、１

０４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）、 

大字上羽鳥字大道（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、１２

６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、２１

３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、２

１９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、３

６５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１

５、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、３８

１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、３８

９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５３

８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、５５

７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、５

６６番地１から２、５６７番地１から４、５６

８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、５

７５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、５９

６番地、５９７番地、５９８番地１から２、５

９９番地、６０３番地、６０４番地、６１０番

地、６１１番地１から２、６１２番地から６２

６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、１

６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、１

３８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、１

６９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、２

８３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２９

７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）、 

     字猿田沖の全ての区域、 

     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）、 

大字松倉字葉ノ木谷地（１７１番地２、１７１番地５から６、１７

２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）、 

大字鴻草字中ノ廹（１番地、６番地、７番地１、７番地３８から３

９、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）、 

大字中田字マミ穴（１８３番地）、 

    字舘腰の全ての区域、 

    字廹間田の全ての区域、 

    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）、 

    字北向の全ての区域、 

    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、１３

４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）、 

    字南芹川の全ての区域、 

    字宮田の全ての区域、 

    字川原田の全ての区域、 

    字北芹川の全ての区域、 

    字宮田前の全ての区域、 

これらに接する道路（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）、 

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） 

 

 


