


NHK連続テレビ⼩説
「エール」放送開始

川俣町 道の駅川俣 リニューアル︕
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福島県出⾝の⾳楽家・古関裕⽽さんとその
妻・⾦⼦さんをモデルとしたNHK連続テレビ
⼩説「エール」が3⽉30⽇からスタートしま
した。放送開始前⽇には福島駅東⼝駅前広場
で、川俣町内外の有志による古関メロディー
の演奏会が、新型コロナウイルス感染症拡⼤
防⽌のため屋外で開催されました。「栄冠は
君に輝く」や「モスラ」、「⾼原列⾞は⾏
く」など、古関さんの名曲の演奏や踊りが披
露され、古関メロディーの美しく明るい⾳⾊
で「エール」の放送開始を盛り上げました。
ドラマ「エール」の中では、当時の川俣町を
舞台としたシーンも多く取り上げられ、古き
良き時代の川俣町を楽しめる素敵なドラマと
なっております。ぜひおうちでお楽しみに
なってください︕

道の駅川俣は、整備から30年、町内の⼈々の
憩いの場として、また川俣観光の⽞関⼝とし
て町の発展とともに多くの⽅々に愛され続け
てきました。
このたびリニューアルされ、銘品館シルクピ
アの改装が⾏われ、シルクハットをイメージ
した屋根に覆われたイベント広場、シャモ料
理が楽しめるレストランが新設されました︕
川俣シャモや川俣シルクなど町の魅⼒ある産
品をより楽しめる施設となりました。新型コ
ロナウイルス感染症拡⼤防⽌のため当⾯の間、
休館となりますが、オープンを迎えた⽇には
ぜひお越しください︕

⼭⽊屋とんやの郷 ⾷堂
「おきがる亭」テイクアウト開始︕
復興拠点商業施設「とんやの郷」内の⾷堂「おきが
る亭」で、5⽉12⽇からテイクアウトサービスが開
始されます︕⽉曜⽇は定休⽇で、⽕曜⽇〜⾦曜⽇の
間は⽇替わりメニューの提供となります。ぜひ⼼の
こもった温かく美味しい料理をお求めください︕
※当⾯の間テイクアウトのみとなります。
【営業時間】11:30-13:00
【お問合わせ先】とんやの郷（024-563-2021）

川俣町役場
■担当 産業課 商⼯交流係
■住所 〒９６０－１４９２

川俣町字五百⽥３０
■電話 ０２４－５６６－２１１１

【営業時間】9:00-18:00
【お問合わせ先】銘品館シルクピア（024-566-5253）
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夜の森地区の
満開の桜並⽊

今年も夜の森地区の美しい桜のトンネルが⾒
事にでき、1500本もの桜が咲き誇りました。
特に、本年3⽉10⽇に特定復興再⽣拠点区域
の⼀部が先⾏解除されたことから、歩いて花
⾒を楽しめる区間が約800メートルにもなり
ました。
同地区の桜は、樹齢100年以上のソメイヨシ
ノが道路沿いに並ぶ「桜のトンネル」として
知られ、町花にもなっています。

３

富岡町役場
■住所 〒9791151
富岡町⼤字本岡字王塚
6221

■電話 0240-21-3665

富岡町図書館
■住所 〒979-1151
富岡町⼤字本岡字王塚
622-1

■電話 0240-22-2111

新型移動図書館⾞両導⼊で
パワーアップ

富岡町図書館は移動図書館⾞の運⾏を4⽉8⽇
より新たに開始しました。避難されている⽅
に親しんでもらえるよう、町内外の災害公営
住宅など計15カ所を巡ります。移動図書館は、
来館するのが難しい⾼齢者や避難されている
⽅に気軽に本を読んでもらおうとワゴン⾞に
よる図書館事業を2018年8⽉にスタートし、
今回、新たに導⼊した⾞両により約千冊の本
を運べるようになりました。
⾞体には、町花の桜などがデザインされ、内
蔵しているモニターで町の⾵景や祭りの映像
を流すこととしており、古⾥を感じてもらえ
るように⼯夫が施されています。また、巡回
先では、テーブルや椅⼦を配置して、交流を
楽しんでもらえる場としても活⽤できる仕様
となっています。

５⽉には、桜並⽊と並ぶ町のシンボルとなっ
ている夜ノ森駅ホームのツツジも開花します。
まだ数は少ないですが、徐々に数も増えてき
ており、ツツジの開花の兆しの⾜⾳を楽しむ
のも良いですね。

富岡町



浪江町 請⼾漁港で９年ぶりに競りが再開されました︕

４⽉８⽇、浪江町の請⼾漁港で東⽇本⼤震災発
⽣から９年ぶりに競りが再開されました。
請⼾漁港は東⽇本⼤震災により⼤きな被害を受
け競りを休⽌しておりましたが、今回は震災後
初めて取引が⾏われました。
請⼾漁港には昨年10⽉に荷捌き施設や貯氷冷
凍庫施設などの共同利⽤施設が整備されました。
これまでは請⼾漁港で⽔揚げされた⿂は数時間
かけて相⾺市の荷捌き施設まで運ばれていまし
たが、共同利⽤施設の整備により請⼾漁港での
競りが可能になりました。
８⽇午前９時過ぎから開始された競りには、浪
江町内外から仲買⼈が参加し、威勢の良い掛け
声とともに次々と⿂が競り落とされていました。
⽔揚げされた⿂はヒラメやカレイ、ソイなどの

請⼾漁港
■住所 浪江町⼤字請⼾

字中島地先
■電話 0240-34-0246
（浪江町役場農林⽔産課
農林⽔産係）

「常磐もの」。常磐ものは品質がよく味もお
いしいと評判です。請⼾漁港で⽔揚げ・競り
が⾏われた⽇には、福島県内のイオン東北の
７店舗やその他⼩売店などで請⼾産の常磐も
のを購⼊することが
できます。みなさん
もぜひ請⼾漁港で競
りが⾏われた特別な
⿂を味わってみて下
さい。
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双葉町 双葉町と撚⽷（ねんし）加⼯・タオル販売の浅野撚⽷
(株)の共同開発タオル発売

岐⾩県に本社を置く、撚⽷（ねんし）加⼯・
タオル販売、吸⽔⼒抜群な魔法のタオル「エ
アーかおる」を販売する浅野撚⽷株式会社は、
双葉町との共同開発による新商品「ダキシメ
テフタバ」の販売を4⽉11⽇より開始しまし
た。
同社は、5年もの歳⽉をかけて完成した魔法の
撚⽷「スーパーZEROⓇ」を⽤いて作られた
オーガニックタオル等を販売しています。⾼吸
⽔性、速乾性、ふんわり軽く、柔らかさが続
く耐久性が特徴で、利⽤者の中では「10年使
⽤しても変わらない良さがある」と⾔われて
いるほどです。撚⽷製造の新⼯場・販売店舗
を双葉町の中野地区復興産業拠点に⽴地し、
2022年に操業を開始する予定です。

浅野撚⽷株式会社
■公式サイト
http://airkaol.jp/

「ダキシメテフタバ」は、フタバサクラ・フ
タバマリーン・町のイメージカラーである緑
など３⾊を⽤意し、代表商品であるエニータ
イム（バスタオルの半分サイズ）などに加え
マフラーを新たに投⼊されました。
マフラーは安倍総理が巻いたと話題です。
また、ＪＲ常磐線全線再開に際して、町内の
双葉駅で記念品としてタオルハンカチ（下写
真）が提供されました。
同社HP、東急ハンズやロフト、つるやゴル
フ等にて購⼊できますので、コラボ商品の使
い⼼地をぜひご体感下さい。



⽥村市 疫病退散︕
船引町のお⼈形様

⽥村市船引町に魔除の神様として⾼さ約4m
の3体のお⼈形様が祀られています。江⼾時
代に悪疫が流⾏しその苦しみから逃れるため、
祀られたのが始まりと伝えられています。
なぎなたと⼑を持ち両⼿を⼤きく広げる様⼦
は、外から悪いものが⼊
ってこないように私たち
を守ってくれているよう
です。

⽥村市役所
■担当 産業部 観光交流課
■住所 〒963-4393

⽥村市船引町船引
字畑添76-2

■電話 0247-81-2136

広野町
ドキュメント映画
「春を告げる町」が
公開されました

広野町を舞台に撮影され、そこに暮らす⼈々
のそれぞれの⽇常を追ったオムニバスドキュ
メント映画が3⽉に公開されました。「復
興」とは何かという素朴で根源的な問いを抱
えながら、繰り返される複数の⽇々の⾵景を
丁寧に追いかけた作品です。作品を鑑賞した
町の⼈からは「感動した。復興について再び
考えさせられる内容だった。」と感想が述べ
られていました。

広野町役場
■住所 〒979-0402

広野町⼤字下北迫字苗代替35
■電話
0240-27-2111 (代表)
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楢葉町 「楢葉の⾵」の新酒
が発売されました

4⽉21⽇、⽇本酒「楢葉の⾵」の新酒発表会が
開かれました。楢葉の酒づくりプロジェクトは
今年で3年⽬。⽶をつくり⽇本酒をつくることで
震災で失われた楢葉町の原⾵景を取り戻し、
⼈々のコミュニティの再⽣を⽬的に⾏われてい
ます。楢葉町産の酒⽶「夢の⾹」を使⽤した

楢葉町振興公社
■住所 〒979-0604

楢葉町⼤字北⽥字上ノ原
27-29

■電話︓0240-25-3113

楢葉の⾵は毎年売り切れに
なるほど⼈気の商品です。
みなさんもぜひ新酒をお買
い求めください。

「南相⾺のロボットは道具じゃない、〇〇だ。」
をキーフレーズに、市⻑や市内⼩学校の校⻑先
⽣、実証・開発に取り組む事業者など様々な⽴
場の⽅がロボットに対する想いを語ってもらう
インタビュー動画と、ロボット⽬線で⽇常に
ロボットが溶け込むまちをイメージした動画を
公開しました。様々な⽅の、ロボットや関連す
るテクノロジーとの関わりや取り組みに、
今後もご注⽬下さい︕︕

南相⾺市商⼯労政課
ロボット産業推進室
■電話 0244-24-5335
■公式サイト
QRコード
またはURLへ
アクセス

https://www.city.minamisoma.lg.jp/
portal/sections/16/1620/
16204/3/11504.html

南相⾺
市

公式動画公開︕︕
｢Minamisoma5.0｣

https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/admin/machidukuri_sengen/2/11515.html


葛尾村 ⼤笹農場２カ所で
養鶏開始

株式会社⼤笹農場の養鶏施設が完成し、4⽉
18⽇から⽣産が始まりました︕2カ所の農場
で、約10万⽻を⾷⾁⽤のブロイラーとして育
成されるとのこと。育成には、村内や双葉郡
の農家が栽培した飼料⽤⽶を仕⼊れ、鶏ふん
灰肥料を販売する循環型農業を展開し、メス
は32⽇後、オスは45⽇後に出荷を予定して
いるそうです。⼤笹農場の鶏⾁は「復興交流
館あぜりあ」や葛尾村のふるさと納税でも扱
う予定です。

葛尾村役場

■住所 葛尾村⼤字落合字落合16
■電話 0240-29-2111（代表）
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⼤熊町

3⽉2⽇、町役場前に⾷堂「ダイニング⼤川
原」が開店しました。町内で夜間営業する飲
⾷店の進出は、東京電⼒福島第⼀原発事故後、
初めてとなります。和⾷を中⼼とした料理⻑
の創作料理と、少⼈数から60名様までの宴
会・コース料理、ダイニングバーを備え、福
島⽜のしゃぶしゃぶや豚味噌漬け、刺⾝や県
内外の⽇本酒を堪能できます。是⾮とも味
わってみてください。

ダイニング⼤川原
■住所 〒979-1306
大熊町大字大川原字
南平1141-1
■電話 0240-23-6162

飯舘村⻑泥地区で
カンパニュラが開花

飯舘村⻑泥地区の特定復興再⽣拠点では、
「農」の再⽣に向けた取組を進めています。
現在、⻑泥地区、飯舘村、環境省が⼀体とな
り、営農再開を⽬指して環境再⽣事業を進め
ています。⻑泥地区のビニールハウスでは、
住⺠の皆様とともに花卉栽培を実施しており、
4⽉にはカンパニュラがきれいに開花しまし
た。梶⼭経産⼤⾂の記者会⾒でも紹介され、
その後、応接室に飾られています。今後も、
これらの花を東京にも
送るなど、復興の⾜⾳
を届けていきます。

川内村 かわうちワインセミ
ナーが開催されました

２⽉28⽇、川内村にてかわうちワインセミ
ナーが開催されました。現在、村では、震災
復興、新たな農業への挑戦、地⽅創⽣の取り
組みとして、村内で収穫する醸造⽤ぶどうの
栽培と、ワイナリー整備に向け取り組んでい
ます。今回、かわうちワイン事業につき理解
を深めていただくため、
ワインセミナーを開催いた
しました。今年秋のぶどう
の収穫が期待されています。

■住所 〒979-1292
川内村⼤字上川内
字早渡11-24

■電話 0240-38-2111

川内村役場

川内村キャラクター

モリタロウ

夜間営業を⾏う⾷堂
がオープンしました

環境省HP



福島相双復興官民合同チーム

東京電力福島第一原子力発電所の廃炉作業は、完了
まで30年から40年を要すると見込まれており、多
くの事業者の協力が不可欠となります。
官民合同チームは、これまで5,400もの事業者への
訪問、コンサルティング等を実施してまいりました。
訪問先の中には、既に廃炉関連業務に深く関わって
いる事業者もいますが、一方で参入することに関心
はあるものの、廃炉ならではの特有性やどこに相談
したらいいかわからないと躊躇する事業者もいまし
た。
官民合同チームでは、そのような声を踏まえ、これ
から新しく廃炉関連部品の製造等、参入を検討して
いる製造業の事業者に向けて、パンフレットを作成
いたしました。このパンフレットでは、廃炉現場に
納入する資機材・製品について、製造・納入・据

官民合同チームは廃炉関連業務への新規参入を支援しています
え付けの各段階で、東京電力や元請企業等から求
められる内容を解説しており、また、どこに行け
ば実際の製造ニーズ等について聞くことができる
のか、技術的なサポートはどこで受けられるのか
といった情報も記載しております。

福島イノベーション・コースト構想推進機構

○お問い合わせ先
福島相双復興推進機構
（代表）024-502-1117

パンフレット
廃炉のお仕事に役に立つ話

こうした取組に加えて、
地元事業者の技術を元請
企業へ売込む支援や、個
別にマッチング支援等も
行っております。
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福島ロボットテストフィールドが
全面開所しました
福島ロボットテストフィールドでは、順次開所し
てきましたが、3月31日をもって全21施設が完成
し、全面開所をむかえました。
陸海空のフィールドロボットの一大開発実証拠点
として、社会へのロボット実装のための、我が国
を代表するロボット開発のナショナルセンターを
目指します！
どなたでもご利用できる施設になっています。お
気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先 https://www.fipo.or.jp/robot/inquiry

福島ロボットテストフィールド＠南相馬市（2020年4月撮影）

“福島から、世界へ。”をテーマに、福島県浜通り地域
等で活躍する10社の先進的な取組やイノベ構想との関
わりを紹介する動画を公開しています。双葉郡でICT
技術を活用しドローンを開発する「株式会社ふたば」
や、川内村と田村市で福島の環境を活かし植物工場を
開発する「プランツラボラトリー株式会社」など、企
業の方の復興にかける熱意や、震災を機に新たに取り
組んだ企業のイノベーションを紹介しています。是非
ご覧ください！

浜通り地域等で活躍する企業紹介動画
“福島から、世界へ。”

https://www.fipo.or.jp/activity
■動画より抜粋

＜紹介企業＞
（１）銀座農園株式会社
（２）新地スマートエナジー株式会社
（３）株式会社スペースエンターテインメントラボラトリー
（４）株式会社タジマモーターコーポレーション
（５）株式会社タンガロイ
（６）株式会社テラ・ラボ
（７）株式会社東日本計算センター
（８）福島 SiC応用技研株式会社
（９）株式会社ふたば
（10）プランツラボラトリー株式会社



８
バックナンバーや関連プレスリリースは
経済産業省ふくしまの今のページからご覧ください。

最新の情報をお届け！

発⾏︓経済産業省
福島復興推進グループ

12市町村の観光資源等情報をまとめたwebページを公開しました

新型コロナウイルスで影響を受ける事業者の皆様に対して⽀援
策を紹介しています

本年3⽉、経済産業省HP内に福島被災12市町村ご
とに観光スポット、飲⾷店、宿泊施設、お⼟産等
の購⼊スポットなどを集約したwebページを創設
しました。国内外からの訪問者にご活躍いただけ
るよう⽇本語・英語の⼆か国語で公開しています。
有名な観光スポットから地元の⼈に愛されるお⾷
事処など、12市町村に⾜を運びたくなるような

経済産業省HPでは新型コロナウイルス
（COVID-19）による企業への影響を緩和し、
企業を⽀援するための施策をご案内しています。
⽀援施策のページは随時更新しているので最新
の情報については経済産業省HPおよび各SNS
（Facebook、twitter、LINE等）をご確認くだ
さい。また、資⾦繰りについては相談窓⼝も開
設されているので内容に応じて適切な窓⼝へご
相談ください。

「Fukushima2020(動画)」

経産省内webページ

観光資源情報な
どを多数掲載し
ています。
また、同ページ
には福島県浜通
りを中⼼に、未
来に向かって挑
戦を続ける、

“福島の今”をお伝
えする動画（⽇
本語字幕・英語
字幕）も掲載し
ています。動画
の中では、2020
年3⽉に双葉町、
⼤熊町、富岡町の⼀部地域での避難指⽰が解除さ
れた時の様⼦や、JR常磐線の全⾯運転再開がなさ
れる時の様⼦など、復興に向けて着実に進んでい
る姿を映し出しています。ぜひ⼀度ご覧ください。
《経済産業省HP》
https://www.meti.go.jp/earthquake/fukushima202 
0/index.html

https://www.meti.go.jp/covid-
19/leaflet/index.html

https://www.meti.go.jp/covid-
19/shikin_sodan.html

https://www.meti.go.jp/covid-
19/jizokuka-kyufukin.html

https://www.meti.go.jp/
covid-19/index.html

https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
https://www.meti.go.jp/earthquake/fukushima2020/index.html



