
市町村 地区

三の丸
三の丸１～３丁目、宮町１～３丁目、南町１～３丁目、大町１～３丁目、北見町、梅香１・２丁目、柵町１・２丁目、桜川１・２
丁目、根本町１丁目、水府町

三の丸庁舎 水戸市三の丸1-5

五軒
大工町１丁目、金町１～３丁目、五軒町１～３丁目、栄町１・２丁目、備前町、天王町、常磐町１・２丁目、八幡町、根本１
～４丁目、ちとせ１丁目、南町３丁目、泉町１～３丁目、大町３丁目

三の丸庁舎 水戸市三の丸1-5

新荘
元山町１・２丁目、緑町１・２丁目、東原１丁目、大工町１～３丁目、常磐町１・２丁目、天王町、松本町、八幡町、末広町１
～３丁目、新荘１～３丁目、栄町１・２丁目

三の丸庁舎 水戸市三の丸1-5

堀口局 ひたちなか市堀口588
三の丸庁舎 水戸市三の丸1-5

浜田
柳町１・２丁目、東台１丁目、東桜川、本町１～３丁目、渋井町、谷田町、浜田１・２丁目、浜田町、城南２・３丁目、白梅２
～４丁目、瓦谷、紺屋町、朝日町、藤柄町、宮内町、吉田、元台町、酒門町、元吉田町

三の丸庁舎 水戸市三の丸1-5

常磐
末広町３丁目、愛宕町、松本町、袴塚１・２丁目、ちとせ１・２丁目、文京１丁目、上水戸１～４丁目、大工町３丁目、東原１
～３丁目、西原１～３丁目、曙町、自由が丘、松が丘１・２丁目、緑町３丁目

石川局 水戸市石川1-4043-54

緑岡 千波町、小吹町、見川町 河和田小学校 水戸市河和田町1019
寿 平須町、笠原町、東野町 大戸小学校 茨城町大戸1730-1
上大野 吉沼町、東大野、西大野、圷大野、中大野 金上ふれあいセンター ひたちなか市金上562-1
柳河 中河内町、上河内町、青柳町、柳河町 三の丸庁舎 水戸市三の丸1-5
渡里 渡里町、文京１・２丁目、ちとせ２丁目、堀町、田野町 石川局 水戸市石川1-4043-54
吉田 元吉田町（600～2399番地）、元吉田町（2500～3499番地）、住吉町、吉沢町 吉沢局 水戸市吉沢町169-1

吉沢局 水戸市吉沢町169-1
大場局 水戸市大場町472-1
石川局 水戸市石川1-4043-54
河和田小学校 水戸市河和田町1019

飯富 飯富町、岩根町、藤井町、成沢町、藤が原２・３丁目 飯富中学校 水戸市飯富町4479-1
国田 田谷町、上国井町、下国井町 飯富中学校 水戸市飯富町4479-1
河和田 河和田町、河和田１丁目、萱場町 河和田小学校 水戸市河和田町1019

山根市民センター 水戸市全隈町78-1
河和田小学校 水戸市河和田町1019
妻里小学校 水戸市中原町682

見川 見川１～５丁目 河和田小学校 水戸市河和田町1019
千波 千波町、元吉田町、米沢町、城南１丁目、中央１・２丁目、白梅１・２丁目 三の丸庁舎 水戸市三の丸1-5

石川局 水戸市石川1-4043-54
河和田小学校 水戸市河和田町1019

山根 全隈町、谷津町、木葉下町 山根市民センター 水戸市全隈町78-1
双葉台 双葉台１～５丁目、中丸町、開江町 山根市民センター 水戸市全隈町78-1
笠原 東野町、笠原町 吉沢局 水戸市吉沢町169-1
赤塚 河和田２・３丁目 河和田小学校 水戸市河和田町1019
吉沢 酒門町、元吉田町、住吉町、東野町、吉沢町、米沢町 吉沢局 水戸市吉沢町169-1
堀原 堀町、石川１丁目、新原１・２丁目、袴塚３丁目 石川局 水戸市石川1-4043-54

柳沢局 ひたちなか市柳沢472
磯浜局 大洗町磯浜町5316-1
大場局 水戸市大場町472-1
大貫局 大洗町大貫町2908

稲荷第二 栗崎町、百合が丘町、六反田町、東前町 大場局 水戸市大場町472-1
大場 秋成町、大場町、元石川町、下入野町、森戸町 大場局 水戸市大場町472-1
妻里 三湯町、中原町、杉崎町、小原町、大足町、有賀町、黒磯町、牛伏町、田島町、三野輪町、筑地町 妻里小学校 水戸市中原町682
鯉渕 鯉淵町、小林町、五平町、高田町、下野町 鯉淵局 水戸市鯉淵町4304-2
内原 赤尾関町、小林町、内原町、内原１丁目、三湯町 妻里小学校 水戸市中原町682

堀町、石川１～４丁目、赤塚１・２丁目、東赤塚、石川町

市町村別避難単位及び紐付け測定局等（令和5年4月現在）

避難単位
避難単位に紐付けている

測定局又は簡易型電子線量計等

水戸市

城東 城東１～５丁目、柵町２・３丁目、東台１・２丁目、東桜川、本町３丁目、若宮町、若宮１・２丁目、浜田２丁目

上中妻 加倉井町、大塚町、金谷町、飯島町

梅が丘 見和１～３丁目、姫子１・２丁目

酒門 酒門町、元吉田町、元石川町、けやき台１～３丁目

下大野 川又町、小泉町、塩崎町、下大野町、平戸町、大串町

稲荷第一 大串町、島田町、東前１～３丁目、東前町

石川
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市町村 地区

市町村別避難単位及び紐付け測定局等（令和5年4月現在）

避難単位
避難単位に紐付けている

測定局又は簡易型電子線量計等

久慈局 日立市久慈町6-20-2
大沼局 日立市東大沼町2-1-8

塙山 大久保町３・５丁目、大久保町旧番地、千石町４丁目、金沢町１～３丁目、金沢町旧番地、塙山町１・２丁目 大沼局 日立市東大沼町2-1-8
金沢 金沢町３～７丁目、金沢町旧番地、大沼町２～４丁目、森山町旧番地、台原町１～３丁目、みかの原町１丁目 大沼局 日立市東大沼町2-1-8
大沼 東大沼町１～３丁目、東金沢町１～５丁目、金沢町１丁目、大沼町１丁目 大沼局 日立市東大沼町2-1-8
河原子 河原子町１～４丁目、東多賀町１～５丁目 大沼局 日立市東大沼町2-1-8

大久保
大久保町１、２、４丁目、大久保町旧番地、多賀町１～５丁目、桜川町１～４丁目、末広町２～５丁目、千石町１～３丁
目、中丸町１・２丁目、塙山町１丁目

県営諏訪アパート 日立市諏訪町962-1

油縄子 鮎川町１～６丁目、国分町１～３丁目、諏訪町１丁目、多賀町４・５丁目、桜川町３丁目 県営諏訪アパート 日立市諏訪町962-1
諏訪 諏訪町１～６丁目、諏訪町旧番地、鮎川町６丁目、西成沢町３丁目、桜川町４丁目、末広町４丁目 県営諏訪アパート 日立市諏訪町962-1
成沢 鮎川町５・６丁目、東成沢町３丁目、中成沢町１～４丁目、西成沢町１～４丁目 県営諏訪アパート 日立市諏訪町962-1

平和局 日立市平和町2-4-1
日立市消防本部 日立市神峰町2-4-1
平和局 日立市平和町2-4-1
日立市消防本部 日立市神峰町2-4-1
平和局 日立市平和町2-4-1
日立市消防本部 日立市神峰町2-4-1

滑川
本宮町４丁目、滑川町１～３丁目、滑川町旧番地、東滑川町２～５丁目、滑川本町１～５丁目、田尻町２丁目、かみあい
町１～３丁目

日立鞍掛山霊園 日立市滑川町3163-9

平和局 日立市平和町2-4-1
日立市消防本部 日立市神峰町2-4-1

仲町 宮田町１～５丁目、宮田町旧番地、高鈴町３～５丁目、白銀町、入四間町 本山トンネル側道 日立市宮田町3585
田尻 田尻町１～７丁目、相田町１～３丁目 日立鞍掛山霊園 日立市滑川町3163-9
日高 小木津町１～５丁目、小木津町旧番地、日高町１～５丁目 日立鞍掛山霊園 日立市滑川町3163-9
豊浦 川尻町１～７丁目、川尻町旧番地、砂沢町、折笠町１丁目、折笠町旧番地 十王局 日立市十王町友部202-1
中里 下深荻町、中深荻町、東河内町、入四間町 中里局 日立市東河内町1947-4

十王局 日立市十王町友部202-1
県道60 号（十王町高原地内） 日立市十王町高原3772地先

太田
宮本町、金井町、内堀町、中城町、寿町、栄町、塙町、東一町、東二町、東三町、木崎一町、山下町、西三町、西二町、
西一町、木崎二町

瑞竜中学校 常陸太田市瑞龍町570

機初 幡町、三才町、西宮町、田渡町、長谷町、高貫町 瑞竜中学校 常陸太田市瑞龍町570
磯部局 常陸太田市磯部町1620
真弓局 常陸太田市真弓町1855

幸久 上河合町、粟原町、島町、下河合町、藤田町 磯部局 常陸太田市磯部町1620
磯部局 常陸太田市磯部町1620
額田局 那珂市額田北郷311
瑞竜中学校 常陸太田市瑞龍町570
瑞竜浄水場駐車場 常陸太田市瑞龍町2945

佐都 里野宮町、白羽町、茅根町、常福地町、春友町 瑞竜浄水場駐車場 常陸太田市瑞龍町2945
世矢 小目町、亀作町、真弓町、大森町 真弓局 常陸太田市真弓町1855
河内 町屋町、西河内下町、西河内中町、西河内上町 中里局 日立市東河内町1947-4
久米 久米町、薬谷町、玉造町、芦間町、大里町、大平町 久米局 常陸太田市大里町3577
郡戸 花房町、新地町、松栄町、中野町、小島町 久米局 常陸太田市大里町3577
金郷 高柿町、大方町、竹合町、箕町、下利員町、中利員町、千寿町、岩手町、宮の郷町 旧金砂郷小学校 常陸太田市高柿町325-1
金砂 上利員町、下宮河内町、赤土町、上宮河内町 金砂ふるさと体験交流施設 常陸太田市下宮河内町820
山田 松平町、和田町、東連地町、棚谷町、国安町 松平局 常陸太田市松平町1164-1
染和田 和久町、町田町、西染町、中染町、東染町、河内西町 町田局 常陸太田市町田町163-1

水府竜の里公園 常陸太田市天下野町1629
水府海洋センター 常陸太田市天下野町7233-2

高倉 下高倉町、上高倉町 水府竜の里公園 常陸太田市天下野町1629
小里 里川町、徳田町、小妻町、大中町、小中町 里美局 常陸太田市大中町60-1
賀美 折橋町、大菅町、上深荻町、小菅町 小菅ロードパーク 常陸太田市小菅町1-2

十王 十王町伊師、十王町伊師本郷、十王町友部、十王町友部東、十王町城の丘、十王町高原、十王町黒坂、十王町山部

助川
弁天町１～３丁目、鹿島町１～３丁目、城南町１～５丁目、神峰町１・２丁目、助川町１～５丁目、助川町旧番地、会瀬町
３・４丁目、高鈴町１・２・５丁目

中小路

会瀬 会瀬町１～４丁目、旭町３丁目、幸町３丁目、相賀町、東成沢町１～３丁目

宮田
若葉町３丁目、神峰町３・４丁目、本宮町１～５丁目、東町１～４丁目、滑川町１～３丁目、滑川町旧番地、東滑川町１・２
丁目

旭町１・２丁目、幸町１・２丁目、平和町１・２丁目、東町１・３丁目、弁天町１丁目、若葉町１～３丁目、神峰町１～３、鹿島
町１丁目

天下野 天下野町

常陸太田市

西小沢 岡田町、小沢町、内田町、落合町、堅磐町、上土木内町、沢目町

佐竹 磯部町、谷河原町、天神林町、稲木町

誉田 馬場町、下大門町、上大門町、瑞龍町、新宿町、増井町

日立市

水木 水木町１・２丁目、東大沼町４丁目、森山町１～５丁目、大沼町１・３丁目、みかの原町１・２丁目
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市町村 地区

市町村別避難単位及び紐付け測定局等（令和5年4月現在）

避難単位
避難単位に紐付けている

測定局又は簡易型電子線量計等

中戸川 中戸川 中戸川公民館 高萩市中戸川1211
大能 大能 中戸川公民館 高萩市中戸川1211
福平 福平 花貫ダム駐車場 高萩市秋山2989
駅東 肥前町、東本町、有明町、高戸（常磐線より東） 高萩小学校 高萩市安良川1048
高浜 高浜町 高萩小学校 高萩市安良川1048
高萩 高萩 高萩小学校 高萩市安良川1048
駅西南 石滝、本町、大和町、春日町、安良川 高萩小学校 高萩市安良川1048
駅西北 高戸（常磐線より西） 高萩小学校 高萩市安良川1048
下手綱 下手綱 高萩小学校 高萩市安良川1048
上手綱 上手綱 花貫ダム駐車場 高萩市秋山2989
秋山島名 秋山、島名 花貫ダム駐車場 高萩市秋山2989
旧東中 大橋、池野辺、福田 大橋局 笠間市大橋1543
かさまこども園 旧佐城小）（飯田、石寺、大渕 飯田ダム 笠間市飯田1125-12
宍戸小 平町、大田町 笠間市役所 笠間市中央3-2-1

笠間市役所 笠間市中央3-2-1
大原小学校 笠間市小原3522-1

友部二中 旭町、随分附、柏井 友部第二中学校 笠間市旭町510-1
北川根小 湯崎、住吉、仁古田、長兎路、安居 友部第二中学校 笠間市旭町510-1
大原小 下市原、中市原、上市原、小原 大原小学校 笠間市小原3522-1
友部中 友部駅前、八雲１丁目、中央１・２丁目、東平１～４丁目 笠間市役所 笠間市中央3-2-1

長堀小学校 ひたちなか市長堀町3-5-1
金上ふれあいセンター ひたちなか市金上562-1
堀口局 ひたちなか市堀口588
長堀小学校 ひたちなか市長堀町3-5-1
金上ふれあいセンター ひたちなか市金上562-1
柳沢局 ひたちなか市柳沢472
金上ふれあいセンター ひたちなか市金上562-1

枝川小学区 枝川 堀口局 ひたちなか市堀口588
堀口局 ひたちなか市堀口588
長堀小学校 ひたちなか市長堀町3-5-1
堀口局 ひたちなか市堀口588
津田小学校 ひたちなか市津田東1-1-1
馬渡局 ひたちなか市馬渡2982
長砂局 ひたちなか市長砂549
常陸那珂局 ひたちなか市新光町605-16

佐野小学区 佐和、さわ野杜、稲田、柏野、上高場、佐和駅前 佐和局 ひたちなか市佐和1504
堀口局 ひたちなか市堀口588
長堀小学校 ひたちなか市長堀町3-5-1
高野局 ひたちなか市高野216-1
佐和局 ひたちなか市佐和1504

田彦小学区 田彦西、田彦東、堂端、大島公園西、西大島 津田小学校 ひたちなか市津田東1-1-1
津田小学区 津田第二、津田第三、津田東 津田小学校 ひたちなか市津田東1-1-1

長堀小学校 ひたちなか市長堀町3-5-1
金上ふれあいセンター ひたちなか市金上562-1
高野局 ひたちなか市高野216-1
長堀小学校 ひたちなか市長堀町3-5-1
柳沢局 ひたちなか市柳沢472
那珂湊中学校 ひたちなか市廻り目2896

湊二小学区 七町目、和田町、牛久保、殿山町 那珂湊中学校 ひたちなか市廻り目2896
柳沢局 ひたちなか市柳沢472
那珂湊中学校 ひたちなか市廻り目2896

平磯小学区 平磯遠原町、平磯清水町 那珂湊中学校 ひたちなか市廻り目2896
磯崎小学区 磯崎町 阿字ヶ浦局 ひたちなか市阿字ケ浦町610

阿字ヶ浦局 ひたちなか市阿字ケ浦町610
常陸那珂局 ひたちなか市新光町605-16

高萩市

笠間市
友部小 南友部、鴻巣、鯉淵、五平、美原１～４丁目

前渡小学区 足崎、西原、向野、弥生西谷津、馬渡、本郷台

堀口小学区 堀口、勝田本町、武田
ひたちなか市

東石川小学区 東大島、共栄町、元町、東石川一丁目、東石川、勝田中央、勝田駅前南、青葉石川

市毛小学区 市毛北、市毛南、津田西山、津田第一

湊一小学区 龍之口町、湊本町、関戸、田中町、小川、釈迦町、湊中央、湊泉町、幸町、相金、柳が丘、柳沢美田多

湊三小学区 部田野小谷金、神敷台、田宮原地区、十三奉行

高野小学区 常葉台、高野小貫山、佐和駅前東、高野原、高野宿、下高場、足崎団地

外野小学区 外野、はしかべ、六ツ野、高場南

阿字ヶ浦小学区 阿字ケ浦

中根小学区 中根、富士山、東中根団地

大平、勝倉、金上勝倉小学区

三反田小学区 三反田

長堀小学区 笹野、長松、大成町、薬師台、西中根
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市町村 地区

市町村別避難単位及び紐付け測定局等（令和5年4月現在）

避難単位
避難単位に紐付けている

測定局又は簡易型電子線量計等

上野小 泉、根本、上岩瀬、下岩瀬、宇留野 根本局 常陸大宮市根本231
村田小 下村田、石沢、上村田 常陸大宮市役所 常陸大宮市中富町3135-6
旧小場小 小場 旧小場小学校 常陸大宮市小場981-2

西部総合公園 常陸大宮市工業団地25
沢山小学校 城里町下阿野沢156

大宮北小 八田、東野、北塩子、西塩子、照田 大宮北小学校 常陸大宮市東野3323
常陸大宮市役所 常陸大宮市中富町3135-6
西部総合公園 常陸大宮市工業団地25

大宮小 姥賀町、東富町、高渡町、北町、上町、下町、南町、中富町、栄町 常陸大宮市役所 常陸大宮市中富町3135-6
旧世喜小 辰ノ口、塩原、小倉、富岡 大賀小学校 常陸大宮市小祝218-2
大賀小 上大賀、岩崎、小祝、鷹巣 大賀小学校 常陸大宮市小祝218-2

野上局 常陸大宮市野上1067
長沢農村集落センター 常陸大宮市長沢1380-5

御前山小 門井、野口平、野口、金井 御前山支所 常陸大宮市野口3195
旧伊勢畑小 下伊勢畑 御前山支所 常陸大宮市野口3195
緒川小 国長、那賀、小瀬沢、上小瀬、小玉、下小瀬 小瀬高等学校 常陸大宮市上小瀬1881
山方小 山方、西野内、諸沢、北冨田 山方中学校 常陸大宮市山方3267
旧家和楽青少年の家 舟生、盛金、家和楽 旧盛金小学校 常陸大宮市盛金2460
旧檜沢小 下檜沢、氷之沢 長沢農村集落センター 常陸大宮市長沢1380-5
神崎 向山、横堀、堤、杉 横堀局 那珂市横堀1502-1
額田 額田東郷、額田南郷、額田北郷 額田局 那珂市額田北郷311
菅谷 菅谷、福田、竹ノ内１～４丁目 菅谷局 那珂市菅谷2378-1
五台 後台、中台、東木倉、西木倉、豊喰、津田 後台局 那珂市東木倉960-1
戸多 戸、田崎、大内、下江戸 旧戸多小学校 那珂市戸2297
芳野 飯田、鴻巣、戸崎 鴻巣局 那珂市飯田3645
木崎 鹿島、門部、北酒出、南酒出 門部局 那珂市門部2765
瓜連 静、下大賀、瓜連、中里、古徳、鹿島、平野 瓜連局 那珂市瓜連323
旭東小学区 上釜、沢尻、荒地、子生、玉田、野田、造谷第三、三和、子生第二 荒地局 鉾田市荒地604

田崎局 鉾田市田崎3852
造谷局 鉾田市造谷1141-3

旭西小学区 下鹿田、上鹿田、大沼、飯田、造谷第一、造谷第二 造谷局 鉾田市造谷1141-3
旭南小学区 常磐第一、常磐第二、勝下新田、冷水、西勝下、勝下、樅山 樅山局 鉾田市樅山576
旧徳宿小学区 東野、大戸 造谷局 鉾田市造谷1141-3
旧舟木小学区 舟木 旧舟木小学校 鉾田市舟木1-7
旧大和田小学区 大川、菅野谷 旧舟木小学校 鉾田市舟木1-7
川根 南川又、南栗崎、野曽、駒渡、蕎麦原、越安、奥谷、下土師、下飯沼、上飯沼、飯沼、木部、小幡（五里峰） 下飯沼局 茨城町下飯沼1080
大戸 近藤、桜の郷、常井、馬渡、大戸 大戸小学校 茨城町大戸1730-1

谷田部局 茨城町谷田部510
茨城町役場 茨城町小堤1080

石崎 上石崎、若宮、中石崎、下石崎 広浦局 茨城町下石崎2095-3
沼前 網掛、宮ケ崎、駒場、神宿、海老沢、城之内、小堤 海老沢局 茨城町宮ケ崎1443
上野合 神谷、南島田、鳥羽田、秋葉、上雨ケ谷、下雨ケ谷、生井沢、小幡（五里峰以外）、下座 旧上野合小学校 茨城町秋葉1140-1
磯浜 磯浜町、東光台、和銅、祝町、磯道、五反田 磯浜局 大洗町磯浜町5316-1
大貫 桜道、大貫町 大貫局 大洗町大貫町2908
神山・成田 神山町、成田町 P-4局 大洗町成田町地内

常陸大宮市

旧大場小 小野、三美

大宮西小 田子内町、野中町、若林、抽ヶ台町

山方南小 照山、小貫、野上、長沢、長田、照田

那珂市

鉾田市

旭北小学区 箕輪東、箕輪西、下太田、上太田、田崎、和岡、大神

茨城町
長岡 前田、小鶴、谷田部、長岡、長岡（矢頭）

大洗町
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市町村別避難単位及び紐付け測定局等（令和5年4月現在）

避難単位
避難単位に紐付けている

測定局又は簡易型電子線量計等

石塚局 城里町石塚2300-1
城里町役場 城里町石塚1428-25

増井 増井 旧小松小学校 城里町上入野2910
旧青山小 上青山、春園、小坂、下青山、勝見沢 旧古内小学校 城里町下古内405
磯野・上入野 磯野、上入野 旧小松小学校 城里町上入野2910
旧古内小 上古内、下古内 旧古内小学校 城里町下古内405

石塚局 城里町石塚2300-1
城里町役場 城里町石塚1428-25
田園都市センター 城里町錫高野1300
沢山小学校 城里町下阿野沢156

旧岩船小 錫高野、孫根、岩船、高根台 田園都市センター 城里町錫高野1300
沢山小 高根、阿波山、下阿野沢、上阿野沢、御前山 沢山小学校 城里町下阿野沢156
小勝・大網 小勝、大網 七会保健福祉センター 城里町小勝1400
塩子 塩子 花山体育館 城里町塩子2622

奥久慈パノラマライン(県道322号) 大子町北富田1
旧盛金小学校 常陸大宮市盛金2460

北富田 北富田 奥久慈パノラマライン(県道322号) 大子町北富田1
避難単位の合計

測定局 設置場所

石神局 東海村石神外宿1055

豊岡局 東海村豊岡536-1

舟石川局 東海村舟石川269-1

押延局 東海村村松2272-1

村松局 東海村村松4-41

三菱原燃局 東海村舟石川622-1

原燃工局 東海村村松3135-54

本米崎局 那珂市本米崎2706-1

城里町

石塚小 石塚、那珂西、上泉

165

・この表は、東海第二発電所のUPZ（おおむね5～30km）内にある避難単位ごとに、空間線量率の測定結果による避難や一時移転を判断するための測定局等の対応（紐付け）を示したものです。
・原子力災害時には、PAZ（おおむね5km）内である東海村の全域、日立市の一部（坂下、久慈、大みか）、ひたちなか市の一部（長砂）及び那珂市の一部（神崎（本米崎））は放射性物質の放出前にあらかじめ避難を実施す
る地域であるため、この表には含まれません。
・PAZ内にあり、紐付けを行っていない測定局については下表に示します。

旧圷小 上圷、下圷、粟

旧北方小 北方、高久

大子町
盛金 盛金
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