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指 示 

 

平成２５年８月７日 

 

川俣町長 殿 

 写）福島県知事 殿 

 

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 

 

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、下記のとお

り指示する。 

 

 

記 

 

 

川俣町における平成２３年４月２２日の原子力災害対策本部長指示により設定

された計画的避難区域については、平成２３年１２月２６日に原子力災害対策本部

において決定した「ステップ２の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直し

に関する基本的考え方及び今後の検討課題について」を踏まえ、平成２５年８月８

日午前０時をもって、別紙のとおり、避難指示解除準備区域及び居住制限区域に見

直し、居住者等に対してその旨周知するとともに、引き続き避難を継続させること。 
 

 

 

以上 
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（別紙） 

 

避難指示解除

準備区域 

（山木屋行政区のうち一区、甲二区、乙二区、三区、四区、五区、 

六区、七区、甲八区及び九区の全ての区域） 

 

川俣町山木屋 字赤有山の全ての区域 

字赤坂の全ての区域 

字赤柴山の全ての区域 

字秋葉森山の全ての区域 

字新屋敷の全ての区域 

字居久根山の全ての区域 

字居久山の全ての区域 

字石門の全ての区域 

字石立目山の全ての区域 

字石平山の全ての区域 

字石森の全ての区域 

字磯舟山の全ての区域 

字板宮山の全ての区域 

字一舛立山の全ての区域 

字疣石山の全ての区域 

字入口山の全ての区域 

字入清水山の全ての区域 

字入山の全ての区域 

字岩久保山の全ての区域 

字大石山の全ての区域 

字大久入山の全ての区域 

字大久保の全ての区域 

字大沢山の全ての区域 

字大清水の全ての区域 

字大平の全ての区域 

字大田和山の全ての区域 

字大土山の全ての区域 

字大洪の全ての区域 

字大林山の全ての区域 

字大松平山の全ての区域 

字大森山の全ての区域 

字ヲトウカ山の全ての区域 
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字御取段山の全ての区域 

字ヲナカ山の全ての区域 

字居隣林山の全ての区域 

字鏡石山の全ての区域 

字篭世戸山の全ての区域 

字篭ノ作の全ての区域 

字家野の全ての区域 

字家野石橋山の全ての区域 

字カネ山の全ての区域 

字上の全ての区域 

字上木山の全ての区域 

字上田代の全ての区域 

字上辰子山の全ての区域 

字上松林山の全ての区域 

字上三堂平山の全ての区域 

字甲鋪の全ての区域 

字川山の全ての区域 

字我下山の全ての区域 

字加郎山の全ての区域 

字北口人山の全ての区域 

字北向山の全ての区域 

字キトウスズ山の全ての区域 

字木ノ合木の全ての区域 

字木ノ合木山の全ての区域 

字木ノ合木米山の全ての区域 

字木ノ根の全ての区域 

字木向山のうち１０６番から１０８番を除く区域 

字久根山の全ての区域 

字熊取の全ての区域 

字熊ノ草の全ての区域 

字熊森山の全ての区域 

字桑向の全ての区域 

字桑ノ山の全ての区域 

字小石山の全ての区域 

字庚申山の全ての区域 

字糀屋山の全ての区域 

字小塚の全ての区域 
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字小塚山の全ての区域 

字コナシ沢山の全ての区域 

字小林山の全ての区域 

字コマメ山の全ての区域 

字五斗蒔田の全ての区域 

字五斗蒔田前山の全ての区域 

字坂の全ての区域 

字境大沢山の全ての区域 

字境山の全ての区域 

字坂入山の全ての区域 

字坂山の全ての区域 

字笹久保山の全ての区域 

字ササコ平山の全ての区域 

字坂林山の全ての区域 

字沢目木の全ての区域 

字下口人山の全ての区域 

字清水の全ての区域 

字下の全ての区域 

字下ヲナカ山の全ての区域 

字下桑の全ての区域 

字下平の全ての区域 

字下田代の全ての区域 

字下戸草の全ての区域 

字下戸草山の全ての区域 

字下長橋の全ての区域 

字下長橋柳平山の全ての区域 

字下松林の全ての区域 

字下屋敷の全ての区域 

字下屋敷山の全ての区域 

字新田の全ての区域 

字新田入山の全ての区域 

字新田前の全ての区域 

字新田山の全ての区域 

字ジャク山の全ての区域 

字神武山の全ての区域 

字菅下の全ての区域 

字菅平のうち２４番から２５番２、 
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５９番１から６４番１を除く区域 

字菅向のうち１０番１から１７番２、 

２１番から２４番、３４番を除く区域 

字菅ノ又のうち１番から１８番２、 

６３番から７８番、８８番、８９番を除く区域 

字菅ノ又山の全ての区域 

字関入山の全ての区域 

字関ノ上山の全ての区域 

字瀬戸の全ての区域 

字世戸一山の全ての区域 

字世戸七山の全ての区域 

字世戸四山の全ての区域 

字世戸二山の全ての区域 

字世戸六山の全ての区域 

字川芎の全ての区域 

字川芎山の全ての区域 

字平前山の全ての区域 

字平山の全ての区域 

字高屋敷の全ての区域 

字高屋敷入山の全ての区域 

字タキノコ山の全ての区域 

字田代山の全ての区域 

字田代日山麓の全ての区域 

字タツコ山の全ての区域 

字田畑の全ての区域 

字田羽根山の全ての区域 

字田向山の全ての区域 

字段ノ越山の全ての区域 

字茶釜石山の全ての区域 

字地切の全ての区域 

字地切山の全ての区域 

字地蔵山の全ての区域 

字ツバクラ石山の全ての区域 

字津間の全ての区域 

字津山の全ての区域 

字寺大久保山の全ての区域 

字寺山の全ての区域 
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字天王山の全ての区域 

字トウバ山の全ての区域 

字戸草の全ての区域 

字戸草コイト山の全ての区域 

字戸草山の全ての区域 

字戸久保山の全ての区域 

字所久保山の全ての区域 

字戸下向山の全ての区域 

字問屋の全ての区域 

字百々目木山の全ての区域 

字中大沢山の全ての区域 

字中平上山の全ての区域 

字中平の全ての区域 

字長橋の全ての区域 

字長橋山の全ての区域 

字長橋柳平中山の全ての区域 

字長畑の全ての区域 

字中森山の全ての区域 

字長山の全ての区域 

字西平の全ての区域 

字西ノ脇の全ての区域 

字沼カイリ山の全ての区域 

字沼ノ入の全ての区域 

字鼠喰の全ての区域 

字野越山の全ての区域 

字野取場山の全ての区域 

字羽石山の全ての区域 

字八久保山の全ての区域 

字羽附山の全ての区域 

字羽土山の全ての区域 

字放森山の全ての区域 

字浜江場の全ての区域 

字林山の全ての区域 

字羽山の全ての区域 

字半蔵山の全ての区域 

字八木の全ての区域 

字八木山の全ての区域 
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字馬場平の全ての区域 

字東入山の全ての区域 

字東ノ沢山の全ての区域 

字東山の全ての区域 

字彦七山の全ての区域 

字藤小山の全ての区域 

字古後山の全ての区域 

字細後山の全ての区域 

字細畑の全ての区域 

字細畑入山の全ての区域 

字細畑東山の全ての区域 

字細畑山の全ての区域 

字房由の全ての区域 

字前ノ山の全ての区域 

字三道平の全ての区域 

字向大沢山の全ての区域 

字向川山の全ての区域 

字向木ノ根山の全ての区域 

字向世戸山の全ての区域 

字向田山の全ての区域 

字向地山の全ての区域 

字向戸草の全ての区域 

字向長橋の全ての区域 

字向長橋山の全ての区域 

字向長橋居根山の全ての区域 

字向畑山の全ての区域 

字向東山の全ての区域 

字向山の全ての区域 

字元屋敷の全ての区域 

字焼米平山の全ての区域 

字弥次畑山の全ての区域 

字ヤッキリ山の全ての区域 

字柳平入山の全ての区域 

字山ノ神山の全ての区域 

字吉口山の全ての区域 

字由谷地山の全ての区域 

字呼石山の全ての区域 
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字雷神山の全ての区域 

字ラントウ山の全ての区域 

字六分山の全ての区域 

字蕨平の全ての区域 

字小鈴山の全ての区域 

字石森前の全ての区域 

字上平の全ての区域 

字広野原の全ての区域 

字田の神の全ての区域 

字大黒前の全ての区域 

字高平の全ての区域 

字寺前の全ての区域 

字戸草前の全ての区域 

字鼠喰前の全ての区域 

字広平の全ての区域 

字日向の全ての区域 

字細田の全ての区域 

字房由前の全ての区域 

字社前の全ての区域 

字由口の全ての区域 

字坂前の全ての区域 

字田代の全ての区域 

字八木中の全ての区域 

字八木西の全ての区域 

字八木東の全ての区域 

字八木前の全ての区域 

字八木南の全ての区域 

字新地切の全ての区域 

 

 

川俣町内国有林福島森林管理署 

１６１林班、１６２林班、 

１６５林班のうち「わ」、「か１」、「か２」及び「よ」の区域、 

１６７林班 
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居住制限区域 （山木屋行政区の乙八区の全ての区域） 

 

川俣町山木屋 字入久保山の全ての区域 

字大久保入山の全ての区域 

字上大沢山の全ての区域 

字木向山のうち１０６番から１０８番 

字木ノ間山の全ての区域 

字境林山の全ての区域 

字坂下の全ての区域 

字坂下向山の全ての区域 

字菅平のうち２４番から２５番２、 

５９番１から６４番１ 

字菅向のうち１０番１から１７番２、 

２１番から２４番、３４番 

字菅ノ又のうち１番から１８番２、 

６３番から７８番、８８番、８９番 

字世戸八山の全ての区域 

字羽馬山の全ての区域 

字橋端山の全ての区域 

字羽山向山の全ての区域 

字東久保山の全ての区域 

字広久保山の全ての区域 

字平蔵林山の全ての区域 

字丸四天山の全ての区域 

字水境の全ての区域 

字向出山の全ての区域 

字向羽山の全ての区域 

 

 

川俣町内国有林福島森林管理署 

１６３林班、１６４林班、 

１６５林班のうち「わ」、「か１」、「か２」及び「よ」を除く区域 

 

 

 


