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大熊町
・10年目のひまわりプロジェクト
・タブレットを利用したAI授業開始

楢葉町
・道の駅ならは内に物産館がオープン
・楢葉町に新たなお店が続々開店

南相馬市震災後
２年目の海開き

7月23日、南相馬市の北泉海水浴場で
新型コロナウイルス感染防止対策の上、
市民を対象に海開きが行われました。
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会津若松市に避難中の⼤熊中学校では、数学
科を中⼼に、ＡＩ（⼈⼯知能）型ドリル教材
を7⽉末から導⼊し、現在は夏季休業中の⾃
主学習会で活⽤しています。
1⼈1台タブレット端末を活⽤し、ＡＩが⽣徒
⼀⼈⼀⼈の理解度を判断して、次の最適な出
題を選択します。⽣徒は⾃分の⽬標をもとに
⾃分のペースで能動的に学習を進めることが
できます。先⽣⽅は、⽣徒⼀⼈⼀⼈の習熟度
データを管理し、⽣徒理解に基づいたオー
ダーメイドの教
育を展開できる仕組
みとなっています。
実証試験データから
は、効率的に学ぶこ
とにより、授業時数を新たに⽣み出すことが
できるとの報告もされており、町の教育委員
会ではその時間を有効に活⽤し「探求型の学
習」を充実していきたいと考えています。
本取り組みは、2023年4⽉開校を⽬指してい
る幼保⼩中⼀貫校でのデジタル機器を活⽤し
た授業（個別
最適化の学び、
最新のICT機器
を活⽤した授業）
実践の前倒しを
した取組みとな
ります。

10年⽬のひまわりプロジェクト

⼤熊町

タブレットを活⽤したAI授業

２

ひまわりプロジェクト
■住所 〒965-0059
会津若松市インター⻄111
■電話 0242-23-8025

⼤熊町役場教育総務課
■住所 〒979-1306
⼤熊町⼤字⼤川原字南平1717
■電話 0240-23-7137

（産業建設課）

⼤熊町⼤川原地区県道35号線沿いの農地約2
ヘクタールにひまわりが咲き始めています。
この取組は、「⼤熊町ひまわりプロジェク
ト」と沖縄の「福島・沖縄絆プロジェクト」
の皆様の絆により⾏われており、震災直後よ
り、沖縄から託された種を使⽤して育成、⼤
川原で収穫された種は、再び沖縄に送られ冬
に育成・収穫した種を⼤熊町に送るという循
環を続けられ、今年で10年⽬を迎えました。
例年では、ボラン
ティアによる種まき
が⾏われていました
が、今年6⽉は、新
型コロナ感染症の拡
⼤防⽌の観点から農
機を使い約10㎏の種がまかれました。
ひまわりは、7⽉下旬より咲き始め、8⽉の上
旬から中旬には開花のピークとなります。
また、役場付近にはマリーゴールドもあり、
今年も⼤熊町の夏を告げる花々を楽しむこと
ができます。

昨年の種まき⾵景



6⽉19⽇に楢葉町にある「道の駅ならは」の物
産館がオープンし、全⾯営業再開しました。道
の駅ならはは、2011年3⽉の東⽇本⼤震災以降
閉館していましたが、2019年4⽉にフードコー
トや温泉施設、売店が営業を開始し、今回物産
館がオープンしたことにより、震災以降初めて
の全⾯営業再開となりました。新しくオープン
した物産館では、地元の新鮮な野菜や楢葉町の
名産品などを購⼊することができ、オープン当
⽇は地元の皆さんでたいへんにぎわっていまし
た。
また、営業中のフードコートでは名物料理の
「マミーすいとん」や⼈気の⾁厚チャーシュー
麺等のメニューが評判で、温泉施設には肩こり
や神経痛などに対して効能がある温泉があり、
サウナやマッサージコーナーも⼈気です。また、
天神岬スポーツ公園に店舗を構えるアイス
ショップウィンディーランドも出店しています。

その他にも楢葉町からのお知らせを発信する展
⽰スペースや24時間利⽤可能なトイレなど
様々な形で道の駅ならはを活⽤することができ
ます。

道の駅ならは内に物産館がオープ
ンしました

楢葉町

楢葉町に新たなお店が次々と開店して
います︕

３

道の駅ならは
■住所 楢葉町町北⽥満

246笑ふるタウン内

ならは亭
■住所 〒979-0513 
楢葉町⼤字⼭⽥岡⼤堤⼊
22－1
■電話 0240-26-1126

6⽉14⽇、楢葉町の笑みフルタウン内に新た
な焼⾁店「ならは亭」がオープンしました。
ならは亭はホルモンをメインとした焼⾁店で、
平⽇・休⽇問わずたくさんのお客さんで賑
わっています。
営業時間は平⽇は11:00〜14:00（定⾷の
み）、17:30〜21:00（焼⾁）、⼟曜⽇は
11:00〜21:00（焼⾁）、⽇曜⽇11:00〜
20:00（焼⾁）、定休⽇は⽉曜⽇となってい
ます。

また6⽉8⽇には「ならは薬局」がオープンし
ました。ならは薬局では処⽅箋の調剤はもち
ろん、お薬の相談や⼀般医薬品の販売も⾏っ
ています。
このように楢葉町では飲⾷店や薬局の開店な
ど、町⺠の⽅が暮らしやすい環境の整備が進
んでいます。

ならは薬局
■住所 楢葉町町北⽥満

289-4



浪江町 交流・情報発信拠点「道の駅なみえ」オープン︕

交流・情報発信拠点「道の駅なみえ」が、8
⽉1⽇にプレオープンしました。浪江町の復
興のシンボル「道の駅なみえ」は、町⺠同
⼠をつなぐ交流施設、町⺠の⽇常⽣活を⽀
える商業施設などを有するほか、観光客を
迎え⼊れる⽞関⼝として町の魅⼒を伝える
情報発信機能も備える⼤型複合施設です。
また、施設中央に位置する「地域観光情報
発信室」では、道路情報をはじめ、地域の
観光情報、被災経験や復興の現状など、
「浪江町の今」が分かる豊富な情報を提供
します。「道の駅なみえ」のイメージを形
にしたロゴは、海と⼭に囲まれた浪江町を
モチーフにしています。
「道の駅」部分には町の⻄部に連なる

⼭々を、「なみえ」部分には東部に⾒渡す
かぎり広がる海の波を組み合わせ、外側を
囲む半円は海から望む⽇の出をイメージし
ています。
また、町の中央を流れる請⼾川などでサケ
が遡上することから、「駅」の部分に「サ
ケ」を 描いた旗を⼭頂に掲げています。
ぜひお越しの上、確認してみてください。
なお、2021年1⽉には、地場産品販売施設も
加わりグランドオープンを予定しています。

道の駅なみえ
■住所 〒979-1513
浪江町⼤字幾世橋字知命
寺60 
■営業時間
産地直売所９時〜18時
（予定）

４

双葉町
東⽇本⼤震災・原⼦⼒災害
伝承館 2020年9⽉20⽇ いよいよ開館︕

新型コロナウイルス感染症の影響で、開館が
延期となっていた、東⽇本⼤震災・原⼦⼒災
害伝承館（以下、「伝承館」）が、この秋、
いよいよ開館します。
伝承館は、東⽇本⼤震災及び原⼦⼒災害の記
録と記憶を、収集、保存、展⽰し、国や世代
を越えて伝え、震災の記憶の⾵化防⽌の情報
発信を⾏う施設です。
また、伝承館は、以下２つを発信します。
「復興に向けて⼒強く進む福島県の姿」
「国内外からの⽀援に対する感謝の思い」
そして、福島の過去から未来にわたって得ら
れる様々な知⾒を来館者の皆さんと共に学ぶ
「知の交流拠点」の役割を果たしていきます。

東⽇本⼤震災・原⼦⼒災害伝承館
■開館時間 9:00〜17:00
■⼊館料 ⼤⼈600円、⼩中⾼300円
■休館⽇ ⽕曜⽇・年末年始（12/29〜1/3）
■住所 〒979-1401双葉町⼤字中野字⾼⽥39
■電話 0240-23-4402

災害の始まりを時系列で辿りまた県⺠の想い
を伝えることによって、原⼦⼒発電所事故直
後の対応の記録と記憶を後世に教訓として継
承し⻑期化する原⼦⼒災害の影響を解説や資
料を通して学び、そし
て復興への挑戦として
皆さんで福島の未来に
ついて考えます。
是⾮、お越しください。



⽥村市
今年もムシムシランド
がオープン。「森の中
の⽔族館」も同時開催

7⽉18⽇〜8⽉23⽇の期間で、「カブトムシ⾃
然王国ムシムシランド」が今年もオープンしま
した。新型コロナウイルス感染症拡⼤防⽌策を
しっかりと⾏ったうえで、今年は特別展「森の
中の⽔族館」を同時開催し7⾊のザリガニや⽔
辺の⽣き物の展⽰も⾏っ
ています。また世界の奇
⾍の観察やザリガニ釣り
体験等も⾏えます。

カブトムシ⾃然王国
ムシムシランド
■住所 〒963-4601

⽥村市常葉町⼭根芦坂68
■電話 0247－77－4097

５

広野町
いわきFC JFL開幕戦に
勝利し双葉郡を盛り上
げ︕

JFL（⽇本フットボールリーグ）開幕間近の7
⽉9⽇、いわきFCの⼤倉代表が広野町の遠藤
町⻑と意⾒交換をしました。いわきFCのホー
ムグラウンドはJヴィレッジスタジアム（広
野町/楢葉町）であることから、町⻑は町を
挙げていわきFCの活動をサポートしたいと発
⾔しました。いわきFCは7⽉18⽇の開幕戦を
勝利で飾り、双葉郡全体を盛り上げています。
９⽉27⽇はFC⼤阪と対戦。
J3昇格を⽬指すいわきFCを
Jヴィレッジで応援しませんか。

いわきFC公式ＨＰ
https://iwakifc.com/

南相⾺
市

7⽉25⽇から3⽇間、新型コロナウイルス感染
症拡⼤防⽌の観点から無観客での開催となり
ましたが、地域の平和と安寧を願い、相⾺野
⾺追の⾏事（例⼤祭、御神⾺の献納等）が厳
粛に⾏われました。千年以上続く伝統を未来
に繋げるよう、相⾺野⾺追に関わる地域の⾺
主を⽀援するため、クラウドファンディング
を9⽉20⽇まで実施しています。

相⾺野⾺追執⾏委員会
■住所 〒975-8686

南相⾺市原町区本町2-27
（南相⾺市観光交流課内）

■電話 0244-22-3064
■ http://soma-nomaoi.jp/
■クラウドファンディングは

URLまたはQRコードへアクセス
https://camp-fire.jp/projects/view/300692

相⾺野⾺追
無観客で開催

毎年10⽉第2週⽬に開催されている「コスキ
ン・エン・ハポン」は、コロナ感染症感染拡⼤
を避けるため、開催断念となりました。しかし
ながら、全国の皆様に「エール」を発信する、
との事務局や参加者等関係⽅々の熱い思いから
9⽉20⽇「オンラインコスキン」として
YouTubeでライブ配信することとなりました。
ぜひ、ご視聴してみて下さい。

川俣町 中南⽶⾳楽祭、ライ
ブ配信で開催

コスキン･エン･
ハポン開催事務局
■〒960-1426

川俣町字⽇和⽥17-4
■024-566-5050
■www.cosquin.jp

※催しの⽇時内容は7⽉31⽇時点での内容となって
おり、最新の情報は下記HP等をご確認下さい



葛尾村 ツール・ド・かつらお
が開催されました

6⽉27⽇、28⽇の2⽇間でツール・ド・かつ
らおが開催されました（今回で6回⽬︕）。
⼤会当⽇は、国内トップ級のプロ選⼿を含む
約200⼈が全国から参加し、葛尾村の急勾配
な坂道に息を切らしながらも、初夏の⾵を受
け、颯爽と気持ちよさそうに駆け抜けていま
した。地域に暮らす皆さんや応援に駆け付け
た⽅々も、お互いの距離を保ちながら、沿道
で声援を送っていた様⼦が印象的でした。

葛尾村役場
■住所 〒979-1602
葛尾村⼤字落合字落合16
■電話
0240-29-2111（代表）

６

飯舘村
多⽬的交流広場
「ふかや⾵の⼦広場」
が8⽉オープンします

8⽉8⽇、飯舘村の「いいたて村の道の駅まで
い館」に隣接して多⽬的交流広場「ふかや⾵
の⼦広場」がオープンします。広場には屋内
運動施設や芝⽣の広場、ツリーハウス、遊具
の広場など⼦供たちが元気いっぱいに遊べる
施設がそろっています。
⾒た⽬も可愛らしく花も
たくさんあり写真スポッ
トとしても期待されます。

ふかや⾵の⼦広場
■住所 〒960-1802
飯舘村深⾕字深⾕前11-1

■電話 0244-26-7340
※現地公園事務所

川内村

5⽉26⽇、国道399号線⼗⽂字トンネルが実
貫通しました。国道399号線は、川内村だけ
でなく、阿武隈⼭系の⾃治体にとっても、通
勤・通学、救急搬送、買い物、⼈的交流など、
⽣活に不可⽋な道路です。今後、トンネルを
はじめ各種インフラが整備されると、川内村
は結節点として物流の拠点等となることやさ
らにいわき⽅⾯から新たな⾵が川内村に吹い
てくれることが期待されます。

川内村役場
■住所 〒979-1201
川内村⼤字上川内字早渡
11-24
■電話
0240-38-2111 川内村キャラクター

モリタロウ

⼗⽂字トンネルが
貫通しました

富岡町 Café135でさくらタ
ピオカ販売中

Cafe135では、ふたば未来学園の富岡町出⾝
の⽣徒さんが商品企画をした「さくらタピオ
カドリンク」を飲むことができます。夜の森
の桜をイメージした桜⾹る淡いピンク⾊。満
開の桜の⾹りとミルクのまろやかな味わいで
す。容器には桜の花を描く
など⾼校⽣の発想を活かし
たドリンクを是⾮お試し下
さい。

Café135
■住所 〒979-1111

富岡町⼤字⼩浜字中央
295ふたばタイムズ1F

■電話 0240-23ｰ5204
■www.futabainfo.com/



福島相双復興官⺠合同チーム

官⺠合同チームでは、住⺠の皆さまが受けられる医
療・介護サービスの充実に向け、「医療介護⽀援
室」を設置し、医療・介護事業者さまの⽀援を⾏っ
ています。4⽉13⽇、富岡町夜の森に「⽳⽥⻭科医
院」が再開しましたので、ご紹介します。
現院⻑の⽳⽥佳則先⽣のお⽗さまが昭和40年代に
開業した「⽳⽥⻭科医院」は、富岡町で⻑年親しま
れてきましたが、震災により、郡⼭市で移転再開。
しかし、⽣まれ育った富岡町のことが常に気がかり
であった⽳⽥先⽣は、町に6つあった⻭科医院が震
災で全てなくなってしまったこともあり、富岡町へ
の帰還再開を決断しました。
帰還再開には、⻑い間使⽤されなかった診療所の改
修などの課題がありましたが、官⺠合同チームが、
帰還再開までのロードマップの作成や各種補助⾦の

富岡町に「⽳⽥⻭科医院」が再開しました︕

各機構からのお知らせ！

福島イノベーション・コースト構想推進機構

申請⽀援、県や町など関係機関との調整をお⼿伝い
させていただきました。
現在、⽳⽥先⽣は、「私たちが少しでも地域の役に
⽴てれば」と、震災前に従事していたスタッフと再
び富岡町夜の森で診療をされています。
これからも官⺠合同チームでは、関係省庁や県、市
町村とも連携し、きめ細かいご⽀援を⾏ってまいり
ます。

〇お問い合わせ先
福島相双復興推進機構

（代表）024-502-1117

医院内の様⼦（右︓⽳⽥先⽣）
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地元企業が福島第⼀原⼦⼒発電所の廃炉作業に関われる
よう、専⽤の相談窓⼝「福島廃炉関連産業マッチングサ
ポート事務局」を7⽉に開設しました。
廃炉産業へ参⼊を希望する地元企業と元請企業のニーズ
を効果的につなぐため、イノベ機構、相双機構（官⺠合
同チーム）、東京電⼒の3者が連携して⽀援します。
昨年12⽉に、廃炉産業で初のビジネスマッチング会を
⾏い、地元企業19社が参加し、このうち1社が元請とし
て、廃炉業務で活⽤される⾓型容器製造業務を受注する
とともに、このうち3社がこの元請からの下請け業務を
受注するに⾄りました。

「東⽇本⼤震災・原⼦⼒災害伝承館」、9⽉20⽇双葉町にオープン︕

東⽇本⼤震災・原⼦⼒災害伝承館（2020年６⽉末現在）

イノベ機構は、P４でもご紹介した「伝承館」の施
設運営をしています。開館当⽇に向けて、万全の体
制で皆さまをお迎えできるよう、準備を進めている
ところです。
詳細は、次号でご紹介します。乞うご期待︕

利⽤や展⽰のご案内はこちら→

地元企業の廃炉産業への参⼊に向けて、専⽤の相談窓⼝を開設しました︕
今後も、マッチング会や廃炉スタディツアー等
を予定しており、詳細はHPにてお知らせします。
地元企業さまのご相談・ご参加をお待ちしてお
ります。

廃炉産業ビジネスマッチング会の様⼦（2019年12⽉2⽇ 富岡町）
事業者に期待される仕様の説明 個別商談

右記HPまたは電話にてご相談・お問合せください。
電話︓024-581-7046（平⽇9:00〜17:00）



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

新型コロナウイルス感染症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。

福島の最新情報をSNSで配信し
ています。

経済産業省ＨＰでは新型コロナウイルス感染症
（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。
⽀援施策のページでは、家賃⽀援給付⾦や持続
化給付⾦、資⾦繰⽀援や、テレワーク導⼊に関
する費⽤⽀援等について紹介しています。
⽀援施策は随時更新していますので最新の情報
については経済産業省HPおよび各種SNS
（Twitter、LINE等）をご確認ください。

福島復興推進グループではTwitter・Instagram
FacebookのSNSにより主に福島12市町村に関する
最新情報をタイムリーに発信しています。Twitter
では主に各種お知らせを、Instagramでは写真映
えするコンテンツを、Facebookではイベント情報
や廃炉に関する情報等幅広い情報を発信していま
す。ぜひフォローをお願いします。

アンケート結果は以下のとおりです。
１．回答数︓30件（前回33件）
２．回答者︓男性16名、⼥性12名 無回答2名

10〜40代 2名 50代以上 21名 無回答7名
南相⾺市6名、浪江町・⼤熊町各5名 他

３．ふれあいニュースレターについて
(1)感想︓満⾜・やや満⾜21名､普通3名､

不満・やや不満4名、その他
(2)ご意⾒、ご感想等

・ふるさとから遠くにいても⾝近に感じられる
・イベント・お店の再開情報等を載せてほしい
・すでに報道されている情報ばかり、最新情報

はウェブなどに掲載されている

※次回のアンケートにもご回答よろしくお願いします。

ふれあいニュースレター（2020年春号）
アンケート結果をお知らせします

Twitter Instagram Facebook

https://www.jizokuka-kyufu.jp/

https://yachin-shien.go.jp/


