
Vol.98
2020年 冬号

特集
南南相相馬馬市市
・オンライン申し込みで小高の野菜が
届きます

・そうそう子供科学祭2020／テクノフェ
ア2020が開催

大大熊熊町町
・日本酒の名称が「帰忘郷」に決定
・再資源化施設が竣工

ああのの日日のの経経験験をを、、
みみららいいのの教教訓訓にに

99月月2200日日、、双双葉葉町町にに東東日日本本大大震震災災・・
原原子子力力災災害害伝伝承承館館がが開開館館ししままししたた。。
震震災災のの経経験験をを風風化化ささせせるるここととななくく、、
次次世世代代へへししっっかかりりとと継継承承ししまますす。。
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・オンライン申し込みで⼩⾼の野菜が届きます
・そうそう⼦供科学祭2020／テクノフェア2020

南相⾺
市

２

⼩⾼マルシェ
■979-2124
南相⾺市⼩⾼区本町2-28
⼩⾼交流センター内

■0244-32-1124
■https://odaka-marche.com/

⼩⾼マルシェは、震災後⼈⼝が減って寂しく
なってしまった⼩⾼のまちに、⾃ら作った野
菜を販売できる場所、また、直売所を拠点に、
地域住⺠の⽅々か⽴ち寄れる場所・コミュニ
ケーションができる場所として、⼩⾼区の有
志の農家の⽅々を中⼼にスタートしました。
⼩⾼区復興拠点施設「⼩⾼交流センター」で、
なるべく化学肥料や農薬を使わずからだにや
さしい有機野菜や六次化商品及び⺠⼯芸品を
販売しています。

この度、新たにWEBサイトを⽴ち上げ、オン
ライン申し込みにより野菜の注⽂ができるよう
になりました。
農家の皆様が愛情を込めて育て、厳選して収穫
された鮮度の良い野菜を箱詰めして速やかに出
荷し、皆様の元に届けられます。送付される野
菜は、その時々の旬な野菜達。何が届くかは届
いてからのお楽しみとなります。(時期毎の野
菜はHP内で紹介されております。)
⼩⾼マルシェHPより申し込みが可能となって
おり、⼀⼝2,000円（送料・代引⼿数料別）に
て購⼊できます。

10⽉17⽇(⼟)、福島ロボットテストフィー
ルド(ロボテス)にて、福島県主催のそうそ
うこども科学祭2020/テクノフェア2020が
⾏われました。
当⽇はあいにくの⾬にもかかわらず、約
500⼈もの来場客でにぎわいました。⾃分
でプログラムしたロボットで戦うロボット
競技⼤会、VRアーティストによるVRアー
トパフォーマンスやVR体験、ドローンなど
のロボットの操作体験、テクノアカデミー
各校の体験ブース、市内企業の技術に触れ
るものづくり体験ブースなどが多く並び、
⼦どもたちの笑顔があふれていました。
さらに、エアレー
スパイロットの室
屋義秀さんのエア
ショーでは、ロボ
テス上空を華麗に
⾶び回る室屋さんの⾶⾏機に、⼤⼈も⼦供
も⼤興奮でした。
「ロボット競技⼤会」は、9⽉に開催した
コスプレイベントに引き続き、2021年度に
ロボテスで開催予定のワールドロボットサ
ミットやロボテス⾃体の認知度向上のため
のイベントとして開催となりました。
12⽉には、家族でロボテスを楽しめるウォ
ーキングイベントを開催予定です。募集開
始の際には南相⾺市HPでお知らせしますの
で、皆さん奮ってご参加ください︕

■975-8686
南相⾺市原町区本町2-27

■0244-24-5335
https://www.city.minamisoma.lg.jp/

南相⾺市経済部
商⼯労政課
ロボット産業推進室
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・⽇本酒の名称が「帰忘郷」に決定
・再資源化施設が竣⼯

⼤熊町

３

⼤熊町役場企画調整課

■979-1301
⼤熊町⼤字夫沢字⻑者原123

■0240-23-5940

株式会社相双スマート
エコカンパニー■979-1306

⼤熊町⼤字⼤川原字南1717
■0240-23-7586

⼤川原地区において試験栽培された酒⽶を
使った、会津若松市の避難受⼊れへの恩返
しのために造る⽇本酒の名称が「帰忘郷（
きぼうきょう）」に決まりました。「会津
娘」で知られる会津若松市内の⾼橋庄作酒
造店で醸造されます。
名称には、町⺠は、ばらばらに避難してい
ても⼼に⼤熊町があり、故郷を忘れずにい
る－との思いが込められています。国内外
の応募作品372点から採⽤されました。

今年仕込まれる酒⽶を
純⽶醸造し、720mlの
瓶換算で約700本の⽇
本酒を製造して、贈答
やPRに活⽤されます。
令和３年度以降、農産
物の⾵評払拭や復興の
願いが込められた町の特産品として市販する
ことが検討されています。

⼤熊町の帰還困難区域内に、不燃性廃棄物
を再資源化する⼤規模な施設が完成し、10
⽉2⽇、現地で竣⼯式典が⾏われました。
この施設は、県内企業など８社が出資する
株式会社相双スマートエコカンパニー(⼤熊
町)によって、同町夫沢字⻑者原の敷地約８
ヘクタールに建設が進められてきました。
同社は、東⽇本⼤震災後、町内の帰還困難
区域に初めて設⽴された企業です。
施設では、徹底し
た放射線管理の下
で、特定復興再⽣
拠点区域の整備に
伴い、家屋解体や
道路補修などで出
た⾦属くず、がれき、コンクリートなどを
分別し、線量低減処理をして再資源化しま
す。1⽇当たり350トン、年間約10万トン処
理することができます。このような⼤規模
な施設は、県内で初めてとなりました。同
社では、地元を中⼼に約50名を雇⽤する予
定です。施設は、10⽉に試験運転を⾏い、
11⽉から本格稼働予定です。



楢葉町 世界最大級のサツマイモ甘藷施設が完成しました。

9月14日(月)、楢葉町甘藷貯蔵施設の落成式
が行われました。甘藷貯蔵施設は、楢葉町で
生産されたサツマイモを熟成・保存するため
の施設で、315㎡の貯蔵庫を4室完備し、世
界最大級の貯蔵施設となりました。この施設
で保存することにより通年出荷することが可
能となり大規模な営農モデルが期待されます。
楢葉町内では菓子製造販売の白ハト食品工業
(本社：大阪府)がサツマイモの本格栽培を始
め、同貯蔵施設で約2か月間熟成したサツマ

楢葉町甘藷施設
■979-0511
楢葉町前原浜城１

イモを使って商品を販売していく予定です。
また、10月14日(水)には、完成記念セレモ
ニーが開催され町内の住民や学生、農業関係
者が出席し、施設の見学やサツマイモ堀など
を体験しまし を体験しました。この貯蔵

施設で熟成された楢葉町産
のサツマイモを使用したス
イーツや焼酎の開発も進め
られています。味わえる日
が待ち遠しいですね。

双葉町 双葉町産業交流センター（F-BICC）が
10月1日にオープンしました。

双葉町中野地区復興産業拠点内に「双葉町産
業交流センター（通称：F-BICC（エフ・
ビック））」が、10月1日にオープンしまし
た。
F-BICCは、中野地区復興産業拠点に立地す
る企業などの就業者サポート、「東日本大震
災・原子力災害伝承館」や「福島県復興祈念
公園」などへの来訪者へのサービス提供、一
時帰宅する町民の皆様のサポートを目的とし
た、復興の希望となるシンボル施設です。
そのF-BICCの開所に合わせ、飲食３店舗が
営業を開始し、土産物屋は11月7日にオープ
ンします！
東日本大震災及び福島第一原発の事故発生後、
双葉町内での飲食店の営業は初めてです。
今後双葉町を訪れる皆様をお迎えいたします。

双葉町産業交流センター
■979-1401
双葉町大字中野字
高田１番地１

■0240-23-7212

「ペンギン」：JR双葉駅前にあったファスト
フード店が復活し、ハンバーガーやソフトク
リームなどのファストフード各種を提供。
「せんだん亭」：B-1グランプリで知名度が
全国区となった本場の「なみえ焼きそば」を
中心に、全国のご当地グルメなどを提供。
「レストランエフ」：県産品にこだわった日
替わりの洋食、和食ランチにデザートと飲み
物を添えて提供。
「サンプラザふたば」：地元銘菓や日本酒、
海産物等の福島県産品をはじめ、オリジナル
商品等を提供予定。

４



⽥村市 クラフトビールの醸
造が開始されました

(株)ホップジャパン
■963-4702
⽥村市都路町岩井沢北向

185-6グリーンパーク都路内
■0247-61-5330
■https://hopjapan.com/it
ems/

⽣ホップです。ビールは
全部で7種類、施設内の
直売所やインターネット
で購⼊できる予定です。

⽥村市にあるクラフトビール製造のホップ
ジャパンは、9⽉30⽇(⽔)⽥村市都路にある
醸造所ホップガーデンブルワリーにてビール
の醸造を開始しました。醸造に使われるホッ
プは⽥村市で収穫された

※仕込み式の様⼦

川俣町

「コテージやまこや」は、地区内にある唯⼀
の宿泊施設です。オーナーの紺野希予司さん
は、オープンに⾄った想いとして「東⽇本⼤
震災・原⼦⼒発電事故からの復興の後押しに
なればいいと思いオープンさせた。⼭⽊屋の
⾃然豊かな⾹りと⼈の温もりにふれられるよ
うな施設にしたい」とおっしゃっていました。
詳細はURLからチェックしてみてください︕

コテージやまこや
■960-1501
川俣町⼭⽊屋字問屋25番地

■024-563-2342
■https://yamakoya.com/

コテージやまこや
9⽉1⽇、オープン︕

富岡町 ふるさとに戻り
お店を再開しました

震災前から地元の⽅に愛されていた飲⾷店
「旬⾹酒房かどや」が、富岡駅からほど近い
場所でお店を再開しました。店主の菊地義⼀
さんは⼀度いわき市でお店を開きましたが地
元での再開にこだわり富岡町に戻ってきまし

旬⾹酒房かどや
■979-1111
富岡町⼩浜字中央238

■0240-23-7466
■営業時間︓15時〜21時

※⼟⽇祝⽇定休

た。地元で⽔揚げされ
た旬の⿂介類や福島の
⽇本酒などでお客さん
をおもてなしします。

「経済産業省福島復興推進グループ」
公式Facebookでもご紹介しています︕

広野町
菅新総理ほか、ふたば
未来学園に来校し⽣徒
と交流︕

この度就任された菅内閣総理⼤⾂、平沢復興
⼤⾂はじめ多くの⽅々が9⽉26⽇にふたば未
来学園を来校され、広野町出⾝の⽣徒を含む
代表⽣徒のプレゼンテーションを拝聴したり、
各クラスとのオンライン懇談を⾏いました。

ふたば未来学園
■979-0408
広野町中央台⼀丁⽬
6番地３

■0240-23-6825

当⽇の模様は新聞やテレ
ビでも⼤きく取り上げら
れ増々ふたば未来学園に
注⽬が集まっています︕

５



浪江町 棚塩地区津波被害の場所
で初めての稲刈り︕

10⽉3⽇、棚塩地区の津波被災地で初めての
稲刈りが⾏われました。東京農業⼤学の学⽣
約40⼈が参加し、⼿作業で⼀束⼀束丁寧に稲
を刈り取りました。
浪江町では震災前、約1,250haの⽔稲の作付
けがありましたが、現在では89haです。この
うち約30haを福島舞台ファーム(株)が管理し、
今年から県産ブランド⽶「天のつぶ」の栽培
を始めました。収穫されたコメは東京農業⼤
学内の⽣協売店などで販売される予定です。

浪江町役場
農林⽔産課農政係
■979-1592
浪江町幾世橋六反⽥7-2
■0240-34-0245

飯舘村 国内初︕⾵と光のパ
ワーを合わせた発電所

10⽉8⽇(⽊)、「いいたてまでいな再エネ発
電所」の完成・竣⼯式が⾏われました。「再
エネ・クロス発電」は国内初の技術で、太陽
光発電と⾵⼒発電の出⼒を合成し、発電所の
効率を向上させるものです。同発電所で発電

いいたてまでいな
再エネ発電(株)
■960-1803
飯舘村伊丹沢字⼭⽥58

■0244-32-1828

された電⼒は、東北電⼒
に全量を売電し、収益の
⼀部は村の復興に役⽴て
られます。

葛尾村

葛尾村では震災前には、繁殖農家95軒が314
頭、肥育農家９軒が3,313頭を飼育していま
した。しかし、現在では飼育頭数は繁殖農家
16軒が197頭、肥育農家２軒が120頭と⼤幅
に減少しています（令和2年10⽉1⽇現在）。
このたび、和⽜を繁殖する「肥育素⽜⽣産施
設」を村内３か所に整備することになりまし
た。１か所当たり計324頭を飼育できる⽜舎
などを建て、農畜産業の復興を進めます。

葛尾村役場
■979-1602
葛尾村⼤字落合字落合16

■0240-29-2111（代表）

和⽜繁殖の施設を設備
2022年春稼働予定

６

川内村が同村東⼭地区に整備を進めてきた
公設⺠営のイチゴ栽培施設「いちごプラン
ト」が完成、今年12⽉中旬の初出荷を⽬指
し、栽培を開始されました。
夏に涼しい村の気候を活かし、通年の栽培
を予定し、将来的には年間72トンの⽣産を
⽬指します。また、イチゴ狩り体験やイチ
ゴを使った特産品開発も計画されているそ
うで、今後が楽しみですね。

川内村

川内村役場
■979-1201
川内村⼤字上川内字早
渡11-24

■0240-38-2111 川内村キャラクター
モリタロウ

川内村でイチゴ栽培



福島イノベーション・コースト構想推進機構福島イノベーション・コースト構想推進機構

あの日の経験を、みらいの教訓に。
「東日本大震災・原子力災害伝承館」オープン！
東日本大震災・原子力災害伝承館が9月20日双葉町
にオープンしました。
この伝承館は、これまで国内で経験したことのない
甚大かつ複合的な災害の記録と記憶を、防災・減災
の教訓として、みらいへつないでゆく施設です。
当館の事業は、大きく「展示」「研修」に分かれて
います。展示は、床面を含めた７面スクリーンの映
像を用いた「プロローグ」から始まり、「災害の始
まり」「原子力発電所事故直後の対応」「県民の想
い」「長期化する原子力災害の影響」「復興への挑
戦」と展開します。

原子力災害で被災した状況を見て、学ぶための
「フィールドワーク」を行います。
現在、新しい生活様式の実践として、一部入場制限
等実施しておりますが、早くも１万人超の方々にご
来館いただいております。
隣接する産業交流センター(P.4記載)内にはお食事処
もございます。皆様のご来館をお待ちしております。

■お問合せ
東日本大震災・原子力災害伝承館
電話：0240-23-4402
Mail：archive@fipo.or.jp

研修は、来館者の
ニーズを踏まえ、災
害を経験した方々の
生の声を聞ける「語
り部講話」、津波や

■開館時間
午前９時から午後５時
※最終入館午後4時30分

■休館日
毎週火曜日
※火曜日が祝日、振替休
日の場合は開館
12月29日～1月3日

■展示入館料
大 人：600円、小中高：300円
※団体割引、学校教育で
の減免がございます。

■所在地
福島県双葉郡双葉町
大字中野字高田３９プロローグ（導入シアター）

語り部講話の様子

福島相双復興官民合同チーム

官民合同チーム 地域・生活支援グループの「商
工会との連携」の取組を紹介します。
現在、被災12市町村ごとに、地域・生活支援グ
ループの職員を「地域・生活支援パートナー」と
して割り当て、地元の商工会の皆さまとともに、
事業者さまをサポートしています。
商工会の経営指導員・経営支援員の方は、震災前
から、地元に根付き、事業者さまを巡回、経営者
さまのご相談をお聴きしており、経営者さまのお
悩みやご希望を熟知しておられます。そこで、地
域・生活支援パートナーは、商工会を定期的に訪
問、指導員・支援員の方から寄せられたご要望に
マッチする支援メニューを提案しております。さ
らに、支援メニューに対するご意見を吸い上げ、
国や県へメニュー改善の働きかけも行っています。

地元の商工会の皆さまとの交流を深め、復興を推進します！
また、商工会は、地域のお祭りなどの行事を主催す
ることが少なくありません。地域・生活支援パート
ナーは、これらの行事に参加し、事業者さまだけで
なく、地域の方々とも交流することで、地域の事情
を肌で感じ、HPやSNSを通じて「伝える」活動も
しています。
これからも、商工会の皆さまとの交流をさらに深化
させ、被災12市町村の復興を推進します！

〇問い合わせ先
福島相双復興推進機構 024-502-1117(代表)

ホームページ フェイスブック ツイッター
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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

菅総理が東京電⼒福島第⼀原⼦⼒発電所を視察されました

相⾺市の新たな復興のシンボル「浜の駅松川浦」がオープン︕

9⽉26⽇(⼟)、菅総理が就任後初の地⽅出張と
して福島県を訪問され、東京電⼒福島第⼀原
⼦⼒発電所を視察されました。バスで敷地内
を回られた後、１号機から4号機前の⾼台でバ
スを降り、廃炉の進捗について直接ご覧にな
りました。この⾼台は、廃炉の進捗に伴い、
特別な装備なしで⽴ち⼊ることができます。
そのため、菅総理もスーツのままでのご視察
されました。
また、1〜4
号機の廃炉
作業の状況
を間近で⾒
るとともに、

ALPS処理⽔を
貯蔵している
タンクや凍⼟
壁などを視察
されたほか、
処理⽔のサン
プルを⼿にとり、その性質について説明を受け
られました。
菅総理は、福島第⼀原⼦⼒発電所の廃炉作業に
ついて、「第⼀原発については、廃炉作業が安
全で着実に進展している。今後も復興と廃炉の
両⽴、このために国が前⾯に出て、しっかり取
り組んでいきたい。」という決意を述べられま
した。

10⽉25⽇(⽇)、相⾺市尾浜地区に相⾺復興市⺠
市場「浜の駅 松川浦」がグランドオープンしま
した。オープン記念として先着来場者には、福
島県産のお⽶やしらす⼲しが配られ、開店を⼼
待ちにしていた多くの⽅が訪れました。
店内には原釜港で⽔揚げされた「ヤナギたこ」
や「北寄⾙」また、松川浦で採れた「あおさ」
など地元産品がずらりと並んでいます。その他
にも福島県産の「柳カレイ」や「メヒカリ」な
ど、定番のものから珍しいものまで数多くの種
類の⿂介類が販売されています。

また、施設内に
ある⾷堂「くぁ
せっと」では
12種類のメ
ニューのご⽤意
しており、その

ほぼすべてに相⾺沖や松川浦産の海産物を使⽤
しています。
海産物の他にも、福島県産の新鮮な野菜や、福
島県を代表するお⼟産のクリームボックスや、
伝統⼯芸品の⼤堀相⾺焼、また数多くの種類の
⽇本酒も販売しています。今後も訪れた⽅が楽
しめるようなイベントを開催予定とのことです
ので、ぜひ⾜をお運びください︕
■TEL: 0244-32-1585
■営業時間 9:00〜18:00
https://www.hamanoeki.com/


