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浪江町
・10年ぶりに収穫！「浪江復興米」販売会
・NAMIE WATER ～なみえの水～、販売！

葛尾村
・「かつらおヤギ広場 がらがらどん」

今年5月開園予定！
・12月24日「でれすけ」第2弾発売！

伝統をつなぐ
双葉のダルマ

伝統をつなぐ
双葉のダルマ

江戸時代から続く新春の伝統行事
「双葉町ダルマ市」。今年は「双
葉ダルマ販売」に形を変え、コロ
ナ禍にも負けず後世へ伝統をつな
ぎました。

江戸時代から続く新春の伝統行事
「双葉町ダルマ市」。今年は「双
葉ダルマ販売」に形を変え、コロ
ナ禍にも負けず後世へ伝統をつな
ぎました。



・10年ぶりに収穫︕「浪江復興⽶」販売会
・NAMIE WATER 〜なみえの⽔〜、販売︕

昨年10⽉3⽇（⼟）に棚塩地区の津波被災地で
初めての稲刈りが⾏われ、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
稲刈りが⾏われました（第98号でご紹介）。

12⽉19⽇（⼟）には、収穫されたコメを味
わってもらおうと「道の駅なみえ」で販売会
が⾏われました。栽培した福島県のオリジナ
ル⽶「天のつぶ」を「浪江復興⽶」と名付け
た2キロ⼊りの⽶袋が、2⽇間で100袋店頭に
並べられました。
販売会には、コメ作りを⾏った農業⽣産法⼈
「福島舞台ファーム」のスタッフのほか、町
と連携して農業の再⽣に取り組んでいる東京
農業⼤学の学⽣も参加して道の駅を訪れる⼈
たちにPRしていました。

地元の味が途絶えないよう、農業の復興に向
けて、また⼀歩踏み出すことができました。
今後も環境が整った農地から徐々に営農再開
の⾯積を広げていく⽅針です。

浪江町

２

浪江町役場
農林⽔産課農政係

■979-1592
浪江町⼤字幾世橋
字六反⽥7-2

■0240-34-0234

浪江町役場
住宅⽔道課上⽔道係

■979-1592
浪江町幾世橋字六反⽥7-2

■0240-34-0245 

12⽉７⽇（⽉）、町内で飲まれている⽔道⽔
をペットボトルに詰めた「NAMIE WATER 〜
なみえの⽔〜」の販売記念発表会が⾏われま
した。
この⽔は、町内の取⽔場で地下からくみ上げ
ており、毎⽇⾏われる放射性物質の検査では、
放射性物質の検出量は限界値未満で、安全で
おいしい⽔です。
パッケージには、町の伝統⼯芸品「⼤堀相⾺
焼」の特徴である「⻘ひび」、町のシンボル
「カモメ」、「コスモス」、「マツ」などが
描かれています。今年度は２万本を製造し、
「道の駅なみえ」や「住宅⽔道課窓⼝」にて、
1本100円(税込)で販売しています。
今後、国際的な品質評価コンテスト「モンド
セレクション」に応募するなど、浪江町の⽔
の安全性やおいしさを国内外にPRしていく予
定です。

また同⽇、浪江にじいろこども園の⼦どもた
ちにもプレゼントされました。



・「かつらおヤギ広場 がらがらどん」今年5⽉開園予定︕
・12⽉24⽇「でれすけ」第２弾発売︕

観光牧場「かつらおヤギ広場 がらがらどん」。
現在はネットを通じて、前⾝の「那須やぎ広
場」で販売していた⼿作り化粧⽯鹸「⼭⽺ミ
ルク⽯鹸」の販売をしています。
15年ほど前から販売を始め、⼝コミで広がり、
シーズンによっては予約販売になってしまう
ほど⼈気商品になりました。

さらに、観光牧場には、現地でしか⾷べられ
ない⼭⽺ミルクを使⽤した料理を提供するカ
フェや⼭⽺やポニーと触れ合える「ふれあい
広場」の建設を予定しております。

しかし、新型コロナウイルス感染症の影響で、
昨年5⽉にオープン予定であった観光牧場は、
今年5⽉に延期になっております。
新型コロナウイルス感染症が⼀⽇も早く終息
することを願いつつ、いざ開園したら是⾮と
も訪れてみてはいかがでしょうか。

葛尾村

昨年12⽉24⽇（⽊）、葛尾村産⽶を100％使った
純⽶吟醸酒「でれすけ」が発売されました。
⼀般社団法⼈葛⼒創造舎が昨年から取り組む⽇本酒
造り企画の第２弾で、今回は⾟⼝と⽢⼝の２種類を
揃えました。また、醸造は、震災後⼭形県⻑井市に
拠点を移した鈴⽊酒造店（浪江町）が担いました。

原料の葛尾村産⽶は、葛⼒創造舎が村内で栽培した
ブランド⽶「⾥⼭のつぶ」です。村ではかつて、ふ
んどし姿で稲作が⾏われていたことから、ラベルデ
ザインはふんどしをモチーフにしています。

ちなみに「でれすけ」は「だめなやつ」を意味して
おり、葛⼒創造舎によると「無礼講は逆に仲のいい
証拠。この酒を酌み交わす⼈同⼠が家族のように仲
良くなってほしい」と思いを込めたとのことです。

葛尾村のヤマサ、マルイチ商店、⽯井⾷堂、双葉町
のサンプラザふたばの４店舗で販売し、電話注⽂も
受け付けています。

精⽶歩合55％。⾟⼝と⽢⼝の720mlを各750本販売。
価格はいずれも税別1,600円。

３

かつらおヤギ広場がらがらどん
■979-1602

葛尾村⼤字落合字夏湯134
■お問い合わせ先

0240-23-6820

葛⼒創造舎
(かつりょくそうぞうしゃ)■979-1603 

葛尾村⼤字野川字湯殿71-2
■お問い合わせ先

0240-23-6614
■HP
https://www.katsuraoyagi.co.jp/



⽥村市 「オニタムラ-ONI TAMURA-」、始動︕

⽥村市において、地域ブランディング事業と
して「オニタムラ-ONI TAMURA-」が始動し
ました。
⽥村市は歴史上「⻤」と縁がある地域です。
約1,200年前、初代征夷⼤将軍・坂上⽥村⿇
呂が、この地域にいた地⽅豪族を征伐して平
定したことから、「⽥村」と名付けられたと
⾔われています。そして、征伐されたその地
⽅豪族は「⻤」と呼ばれることになりました。

⽥村市役所
■963-4393

⽥村市船引町船引
字畑添76-2

■0247-81-2136
■公式サイト
http://onitamura.com/

オニタムラのHPでは、坂上⽥村⿇呂と⻤伝
説を基にショートアニメや、⽥村市内の⻤に
縁のあるスポットを紹介しています。
また、今後は、企業と連携してキャラクター
やストーリーを活⽤した商品も制作予定です。
すでにロゴTシャツやお⼈形様の守り札も発

今⽇に⾄るまで、「⻤」
と⽥村⿇呂との戦いは伝
説として語り継がれ、実
際に地名や神社などの名
称にもその痕跡が数多く
残されています。

表されていますので、
気になる⽅はHPを
チェックしてくださ
い︕お⼈形様守り札

楢葉町 慣れ親しんだ⻯⽥駅旧駅舎とのお別れ会が開かれまし
た

昨年12⽉5⽇（⼟）、JR常磐線・⻯⽥駅新駅
舎の供⽤にともない、旧駅舎とのお別れ会が
開かれました。⻯⽥駅は明治42年に開業し、
旧駅舎は昭和14年から地元の⽅の⼤切な交通
の拠点として活躍してきました。東⽇本⼤震
災の影響で⼀時営業を休⽌していましたが、
2014年に同駅ー広野駅間が運転再開し、昨
年3⽉の常磐線全線再開後も復興のシンボル
として親しまれてきました。
お別れ会には地元の⽅々が訪れ、ふるまわれ
た⽢酒やコーヒーを堪能し、和やかな雰囲気

JR常磐線 ⻯⽥駅
■979-0603
楢葉町⼤字井出⽊屋126 

写真左:旧⻯⽥駅 写真右︓新⻯⽥駅

の中⾏われました。また、
12⽉2〜11⽇までの間に
は「ありがとう、⻯⽥
駅」として⻯⽥駅の思い
出の品の展⽰や記念撮影
などが⾏われ、思い出が詰まった旧駅舎との別れ
を惜しみました。11⽉30⽇（⽉）からは、⻯⽥
駅の東⻄をつなぐ⾃由通路が、12⽉1⽇（⽕）に
は新駅舎の供⽤が開始され、今後の楢葉町の新た
な賑わいの創出や、復興の加速化につながること
が期待されています。

４



川俣町 道の駅かわまた
巨⼤スノードームのイルミネーション

道の駅かわまた
■960-1406

川俣町鶴沢東131

■024-566-5253

広野町
HIRONO JAZZ FEST
が更に進化。さて次回
は･･･?

11⽉13,14⽇の両⽇、いわきアリオス、Ｊヴィ
レッジホールで「HIRONO JAZZ FEST2020」が
開催されました。当⽇は「Hirono Jazz5」によ
るコンサートのほか、ふたば未来学園において
ワークショップも開催され、浜通り地域3校の吹
奏楽部員がジャズの世界を体験しました。同団
体には南相⾺市出⾝のサックス奏者が加わり
「浜通りJAZZ 6」
に進化。次回の
イベントが楽しみ
です。

（株）広野町振興公社
■979-0402

広野町⼤字下北迫字
⼤⾕地原65-3

■0240-27-2131
■https://www.hirono-
kousha.com/

富岡町

まちづくり会社の「とみおかプラス」は、新
たな名産品として、町内で収穫された酒⽶を
使⽤した純⽶⼤吟醸酒「富岡魂」を発売しま
した。使⽤された酒造好適⽶「福乃⾹」のう
ま味が感じられるフルーティーな味わいに仕
上げられているそうです。
同社では、昨年4⽉より「マリアー酒とみお
かプロジェクト」とし、3カ年計画で⽇本酒
とそこに合うおつまみを開発しています。

(⼀社)
とみおかプラス

富岡町産 純⽶⼤吟醸酒
「富岡魂」発売開始

南相⾺
市

ロボットシティ実現に
向けた配送ロボット
実証実験

ロボットシティ実現を⽬指し、昨年10⽉に設
⽴された「ふくしまロボットシティ推進協議
会」が、⾃動⾛⾏ロボットの実証実験を福島ロ
ボットテストフィールドで実施しました。今回
の実証実験では、“市⺠の健康データから得ら
れた情報をもとにお弁当が作られ、ロボットが
配達する”という想定のもと、⾃動⾛⾏ロボッ
トが屋内と屋外の両⽅をスムーズに⾛⾏できる
かのテストが⾏われました。

ふくしまロボット
シティ推進協議会

（事務局）
TIS株式会社
東京都新宿区⻄新宿8-17-1
住友不動産新宿グランドタワー
☎ 03-5337-4289

５

道の駅かわまた内にある、シルクハットをイ
メージしたセンターコアに2021年1⽉11⽇〜
2⽉28⽇までの期間限定で「オルガン」を
テーマとした巨⼤スノードームのイルミネー
ションが設置されています。NHK連続テレビ
⼩説「エール」のドラマの中で、少年時代の
古⼭裕⼀が初めて川俣町を訪れ、お⼟産とし
て弟の浩⼆へプレゼントしたスノードームを
彷彿とさせます。



飯舘村 飯舘村の花束で新成
⼈をお祝いしました

新型コロナウイルス感染症の影響で成⼈式が
中⽌となったことを受け、飯舘村の花束で新
成⼈を祝おうと、花束の制作が⾏われました。
花束にはアルストロメリアやバラ、カスミソ
ウなどの村内産も含め⾊とりどりの花々が使

飯舘村教育委員会
■960-1801

飯舘村草野字太⼦堂17

■0244-42-0072

⽤され、悲しい話題が続
く中でも、新成⼈の晴れ
やかな⾨出に鮮やかな彩
りを添えていました。

川内村教育委員会
■979-1201

川内村⼤字上川内字
⼩⼭平15

■0240-38-3805

川内村 ⼤熊町 「タクまち」実証実施中

⼤熊町では、バスの停留所までの移動が困難
であったり、バスが運⾏されていない時間帯
に町内の移動を必要とする町⺠や町内在住の
⽅のために、町内に住む⽅や働く⽅が協⼒し
て交通の利便性を向
上させる共助型移動
⽀援サービス「タク
まち」の実証事業を
昨年12⽉から今年2⽉まで⽉2回実施してい
ます。２⽉の実施⽇は、19⽇と20⽇です。

■979-1306
⼤熊町⼤字⼤川原字南平
1717

■0240-23-7584

⼤熊町役場企画調整課

本年４⽉に開校予定
の川内⼩中学園の校
旗と制服を披露

村の⼩学校、中学校を統合し、新たに本年４
⽉に開校する、⼩中⼀貫教育の義務教育学校
「川内⼩中学園」の校旗や制服のお披露⽬が
1⽉26⽇（⽕）に⾏われました。
校章は、公募により寄せられたデザイン70件
の中から選ばれ、村の豊かな清流の流れを表
現されています。また、制服と運動着は、⽣
徒や保護者アンケートなどをもとに作成され
ました。4⽉の開校が楽しみです。

双葉町

双葉駅前の店舗跡地の壁にアートを描き町の
復興を後押しする「双葉町再⽣・アートプロ
ジェクト」の第３弾が昨年12⽉12⽇、13 ⽇
の２⽇間で実施されました。この取組は震災
時に双葉駅前で飲⾷店を経営していた
「JOEʼSMAN(ジョーズマン)２号」(双葉町か
ら東京都三軒茶屋に移転再開。現在違う場所
での開店準備中)の⾼崎⽒と東京都のアート
ユニット「株式会社OVER ALLs」によって展
開されました。

過去最⼤規模の壁画。震災時３歳であった店舗
オーナーの⼦供の10年間の成⻑を表現している。

双葉町再⽣・アートPJ
第３弾実施︕

６



福島相双復興官⺠合同チーム

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

「復興知」成果報告会、イノベシンポジウムを開催︕
12⽉5⽇、東⽇本⼤震災・原⼦⼒災害伝承館にて、
⼤学等が浜通り地域等で実施する教育研究活動を⽀
援する「復興知」事業の成果報告会を開催しました
「復興知」事業では、復興に資するまちづくりや⼈
材育成の⽀援など、交流⼈⼝の拡⼤にもつながる
フィールドワークや研究活動を⾏っており、これま
での成果や今後の展開について６校が報告しトーク
セッションを⾏いました。
報告会では、「活動に参加した地元⾼校⽣の笑顔が
忘れられない」と⾔った発⾔もあり、地域に思いを
寄せながら活動している様⼦がにじみ出ていました。

「葛尾村におけるエゴマ産業の拡
⼤と地域活性化」について報告す
る郡⼭⼥⼦⼤学

12⽉19⽇、双葉町産業交流センターをメイン会場
として、イノベ構想の取組と成果を発表するシンポ
ジウムを開催しました。JR常磐線を活⽤した交流
⼈⼝の拡⼤についての基調講演や、ロボット・農
業・教育各分野からの成果発表、⾼校⽣による取組
発表に加え、イノベ構想の今後の展開と⽬指す姿に
ついてのトークセッションが⾏われました。各登壇
者からこれまでの取組と芽吹き始めた成果、今後の
展開について思いを語っていただき、⾮常に充実し
た内容となりました。※シンポジウムの動画
を公開しています。是⾮ご視聴下さい。

成果発表をする、
株式会社⼈機⼀体の⾦岡博⼠
※博⼠はDr(ドクター)の呼称

イノベ機構
YouTubeチャンネル

イノベ機構
ＨＰ

◆成果発表︓
⼈機⼀体 / ﾈｸｻｽﾌｧｰﾑおおくま
東京⼤学 / 双葉中学校

◆取組発表︓
相⾺⾼ / 原町⾼ / 磐城農業⾼
相⾺農業⾼ / 平⼯業⾼

トークセッションの様⼦
東京⼤学・慶應義塾⼤学・
東北⼤学

官⺠合同チーム営農再開グループは、東北農政局、
福島県、福島相双復興推進機構で構成されており、
平成29年1⽉より現体制で活動を開始しました。
現在、営農再開グループでは、被災12市町村の農
業者の皆様を個別訪問し、相談型の⽀援活動を⾏っ
ています。これまでに約2,000者の農業者様を個別
訪問し、営農再開に向けての課題や農地利⽤につい
てお話を伺い、諸制度活⽤に向けたご⽀援や農業技
術のご⽀援、販路開拓のご⽀援など、農業者の⽅の
営農再開に向けた各種⽀援活動を⾏なってきており
ます。
今後も、被災12市町村の営農再開の拡⼤に向け、
農業者の皆様への訪問活動を実施して参りますので、
何かお困りごとやご相談がございましたら、お気軽
に、下記のお問い合わせ先までご連絡をいただけま

営農再開グループでは農業者の皆様の⽀援活動を実施しています
すよう、お願いいたします。改めて担当者から連
絡し、ご了解をいただいたのち、訪問によりお話
を伺いに参ります。
令和3年1⽉15⽇には、これまでの活動実績をま
とめた「原⼦⼒被災12市町村における農業者個
別訪問活動結果概要」の最新版を公表いたしまし
た。福島相双復興推進機構のホームページでご覧
いただけますので、当機構の業務内容と合わせ、
ご覧いただければ幸い
です。
＜ホームページ＞
https://www.fsrt.jp/
○お問い合わせ先
福島相双復興推進機構
（代表）024-502-1117 写真︓官⺠合同T訪問の様⼦

７



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

令和３年度、福島県産オリジナル⽶「福、笑い」がデビューします

福島の⾷材を使った料理講座を⾏いました︕

令和3年度、福島県のオリジナル⽶「福、笑
い」が本格デビューします。「福､笑い」は、
「⽇本⼀の⽶をつくりたい」という強い想いで、
14年の歳⽉をかけて福島県が開発したお⽶です。
⼤粒で、強い⽢みと⾹りを持ち、柔らかめな⾷
感が特徴で、ごはんの⽢みを感じられる⾹の物
などの和⾷と相性抜群です︕ また、認証GAPを
取得し、福島県に認定・登録された研究会に所
属する⽣産者が⽣産しており、品質、美味しさ
ともに保証されたお⽶です。
「福、笑い」という名称は「つくる⼈、⾷べる
⼈、みんなが笑顔になり、幸せになりますよう
に」との願いが込められ、⼀般公募の中から福
島県のクリエイティブディレクターの箭内道彦
⽒等のご意⾒をもとに決定されました。また、

福島県の⾷材の美味しさをお伝えしようと、
1⽉30⽇、31⽇の両⽇オンラインにて料理教室
を⾏いました。今回の、料理教室で講師を務め
てくださったのは、中国料理シェフの五⼗嵐美
幸さんと、料理研究家のワタナベマキさんです。
五⼗嵐美幸さんには、柴栄⽔産（浪江町）のヒ
ラメ、新妻有機農園（広野町）のアヒル⽶を
使ってヒラメの中華⾵ちらし寿司を、ワタナベ
マキさんには、アニマルフォレストうつしの森
（⽥村市船引町）のラム⾁、武⽥ファーム（南
⿅島区）のロマネスコ・芽キャベツを使って煮

パッケージは、デザイナーの寄藤⽂平⽒がデザ
インされ、店頭で⽬⽴つように⻘を基調とした
⼿作り感や温かみのあるデザインに仕上げたと
のことです。昨年の11⽉には本格デビューに先
⽴ち、福島県内および⾸都圏を中⼼に期間を限
定して、約20店舗で先⾏販売が⾏われました。
公式HPでは、「福、笑い」
を⼀番おいしい状態で⾷べ
てもらうために、最⾼に美
味しい炊き⽅を動画で紹介
しています。来年の本格デ
ビューが待ち遠しいです。
《「福、笑い」公式HP》
https://fukuwarai-
fukushima.jp/

る⾷材がこんなにおいしいとは知らなかっ
た」「福島県産品があったら積極的に買って
いきたい」という声がありました。
また、今回の料理講座の⾷材を選定するにあ
たって、お⼆⼈には実際に福島県に⾜を運ん
でいただき、⽣産者の⽅々へ⾷材への思いや
美味しさについて取材をしていただきました。
その取材の様⼦や、今回の料理講座の様⼦は、
動画にして経済産業省のHP
（https://www.meti.go.jp/earthquake/fuk
ushima_shien/index.html）に掲載しており
ます。ぜひご覧ください︕料理とマリネの作り

⽅を教えていただき
ました。参加された
⽅々は、 「これまで
福島で⽣産されてい


