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今号の

双葉ダルマ市が開催され
ました
江戸時代から続く伝統のダルマ市が
1月10日-11日にいわき市内の仮設
住宅で開催されました。伝統芸能や
子供みこしも行われ、延べ8000人の
人出でにぎわいました。

双葉のダルマの顔は、
太平洋を表す青い縁
取りが特徴です。

南相馬市の特定避難勧奨地点の
設定を解除しました
政府原子力災害現地対策本部は、
南相馬市の「特定避難勧奨地点」に
鹿島区橲原
原町区大原
ついて、設定時に比べて線量が大幅
原町区大谷
原町区高倉
原町区押釜
に低下し、解除の要件となる年間
原町区馬場
原町区片倉
２０ミリシーベルトを十分に下回る
状況になったことから、平成２６年
１２月２８日に設定を解除しました。
解除にあたっては、住民の方々の
福島第一
原子力発電
放射線への不安に対応するため、相
所
凡例
帰還困難区域
居住制限区域
談窓口の設置、住居敷地内のきめ細
避難指示解除準備区域
福島第二
かな線量測定や清掃作業の実施、国
原子力発電
旧避難指示区域
所
旧特定避難勧奨地点
の職員による個別世帯への訪問・説
明などを実施してきました。
今後も政府一丸となって、復興の本格化に取り組んでいきます。

■暮らし関連２

「村が少しでも
にぎやかになる
ことを願って
います」
■暮らし関連３

「活気ある地域
に戻るよう、
一企業としての
役割を果たした
い」

南相馬市 142地点(152世帯)

詳しくは、経済産業省のホームページをご覧ください。
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/pdf/141224.pdf

■ＮＥＷＳ等４

・常磐線代行バ
スの運行開始
・福島産業復興
フェア（1/27)
等
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暮らし関連情報

◆◇葛尾自動車整備工場（葛尾村）◇◆

「村が少しでもにぎやかになることを
願っています」
昭和４９年に運輸省の認証を取得し、この地で自動車整備工場を始めまし
た。昨年でちょうど４０年になりました。
村内の自家用車の保有台数は比較的多く、公
用車の車検も引き受けるなどしており、警察や
消防の人たちが立ち寄ってお茶を飲んでいく場
にもなっていました。
震災発生後、防災無線で避難の呼びかけを聞
き、犬を連れ、家族とともに自家用車で避難し
広々とした工場内
ました。
娘や兄弟の家にしば
自然の美しさに
らく身を寄せた後、借
惹かれて移住し、
り上げ住宅に移り、一
住民と交流を深
人で工場に来て残った
めて、イノシシ
仕事を続けました。
の駆除に毎日活
運送業者によっては
躍されている人
もいらっしゃい
部品の配達を受けられ
ます。
ず、郡山まで取りに
若手も含め村
行ったこともありまし
村に人が集まり、少しでもにぎや に人が集まり、
た。
かになることを願っています。
少しでもにぎや
冬場は夏場に比べ仕
かになることを
葛尾自動車整備工場
事がぐんと減りますが、
松本 清範 さん
願っています。
役場のほかにも、昔か
らのお客さんから車検
の依頼を受けます。先
日は新車の注文もあり
ました。こういった人
の人情がありがたく、
消防車のメンテナンス（洗浄）
国道399号から少し西に
を行っています
入ったところにあります
これからも大事にして
いきたいと思っていま
葛尾自動車整備工場
す。
福島県双葉郡葛尾村大字葛尾字北平５６
離農などで村を離れ
連 絡 先：０２４０－２９－２０５８
る人が年々増える中、
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暮らし関連情報 ◆◇有限会社コワタコーポレーション（南相馬市）◇◆

「活気ある地域に戻るよう、一企業と
しての役割を果たしたい」
業務用厨房機器大手のタニコー株式会社の下請として、スチームコンベク
ションオーブン （蒸気と熱風を用いて様々な調理を行う機器） や食器消毒
保管庫などを製造してい
ます。 創業開始からは
３０年以上、会社を設立
してからは２０年以上経
ちます。
震災で２人の従業員を ステンレスの板を曲げたり溶接 多種類の部品を必要とするため、
県外からも調達します
失い、大きな打撃を受け したりして部品を作ります
ました。３か月ほど経っ
には操業を開
た頃、タニコー株式会社
始する予定で
からの要請を受け、避難
す。
先から６～７人の従業員
新しい溶接
を集め、必要な設備を小
システムの性
高工場から少しずつ運び
能を生かした
出し、８月頃から鹿島区
製品の開拓を
で操業を再開しました。
進め、若者に
その後仮設工場の設置な
対しても企業
どを経て、平成２５年の
新工場も決まり、これからも従業 の魅力を発信
５月には、生産の８割程
員と一緒にがんばっていきます。 できるように
度が小高工場に戻りまし
していきたい
有限会社コワタコーポレーション
た。
と思っていま
代表取締役 木幡勝彦 さん
今の売上は震災前の７
す。
割程度で、人手不足で作
れない製品もありますが、
主力のスチームコンベク
ションオーブンは震災前
と同程度の生産ができる
ようになっています。
出荷を待つスチームコンベク
べーカリーの製造も行って
現在、原町区の工業団 ションオーブン
います
地に高性能の溶接システ
有限会社コワタコーポレーション
ムを備えた新工場の建設
福島県南相馬市小高区福岡字白山３１１
（タニコー株式会社小高工場内）
を進めており、 ７月上旬
連 絡 先：０２４２－２６－８４３５
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ＪＲ常磐線竜田駅～原ノ町駅間で
代行バスの運行が開始されました
東日本大震災の影響により運転を見合わせているＪＲ常磐線竜田駅～原ノ町駅
間について、国道６号線の通行が可能となったことなどから、１月３１日から
下り 竜田駅→原ノ町駅
代行バスの運行が開始されました。
９：３５ ２０：１０
運行は両駅間の直通のみで、１日２往復となってい 竜田駅 発
原ノ町駅 着
１０：５０ ２１：２０
ます。
上り 原ノ町駅→竜田駅
詳しくは､ＪＲ東日本水戸支社のホームページをご覧ください。 原ノ町駅 発
６：５０ １６：５０
http://www.jrmito.com/press/150122/20150122_press01.pdf
竜田駅 着
８：１５ １８：１５

「福島産業復興フェア」が開催されました
１月２７日、経済産業省本館１階ロビーにて、第４回「福島産業復興フェア」
が開催されました。果物・加工食品・菓子・銘酒など約１２０種類の福島県産品
の展示販売のほか、観光パンフレットの配布などが行われ
ました。福島県の冬の旬の特産品である「あんぽ柿」をはじ
め、いちごや米など、売り切れ商品が続出しました。
また､経済産業省及び特許庁の地下食堂では､１月２６日～
３０日の間、福島産の米が使用され、福島産の魚(カレイ)、
フェア会場の様子
鶏肉、野菜などを使用したメニューが提供されました。
農林水産省などでも同様の取組が行われています。また、
環境省では昨年１１月～本年１月に浪江町、川俣町、飯舘村
の試験米が食堂で提供されました。
今後も政府一丸となって風評の払しょくに取り組んでいき
食堂のメニュー
ます。

年末年始の特例宿泊の結果について
通常は宿泊が禁止されている避難指示区域内において、短期間の宿泊を認める
「特例宿泊」を年末年始に実施しました。この期間の宿泊世帯数及び宿泊者数は
以下のとおりとなりました。
（ ）は昨年の数字
実施市町村
宿泊登録世帯数
宿泊登録者数

飯舘村

南相馬市

42(51)
102(125)

391(337)
1,266(1,153)

川俣町
19(19)
54 (70)

葛尾村
9(8)
15 (22)

川内村
0(19)（※）
0(56)（※）

楢葉町
179(167)
463(425)

合計
640(601)
1,900(1,851)

※川内村では、昨年10月1日に避難指示の解除と区域見直しを行ったため、対象の区域が異なります。

「ふれあいニュースレター」
バックナンバーのご案内
過去の「ふれあいニュースレターにつきましては、
以下のアドレスよりご覧いただくことが可能です。
ぜひご覧ください。
http://www.m eti.go.jp/
e a r t h q u a k e / n u c l e a r / k i n k yu . h t m l
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METI Journal
経済産業ジャーナル 2・3月号
隔月（偶数月）初旬に、経済産業省の注目
政策をわかりやすく紹介する広報誌です。
特集１「福島で、始まっていること」で、楢葉
町、大熊町、富岡町、田村市の「いまとこれ
から」をお伝えします。
経済産業省ホームページからご覧いただけます。
http://www.meti.go.jp/publication/data/2015_02.html
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