来て 見て 知って ふくしま

vol.5

ふくしま 観 光 復 興 支 援 センター

浜通り

中通り

視察受入施設

13 白河の歴史と今を伝える
ツーリズムガイド白河････････････････････････
14 望遠鏡の復旧と被災地の想い
星の村天文台 ･･････････････････････････････
16 地元農業復興への取り組み
NPO法人りょうぜん里山がっこう ･･･････････････
17 食卓と酪農の現場を繋ぐ牧場
ミネロファーム･･････････････････････････････
20 矢吹町の地酒試飲と震災語り部
合名会社大木代吉本店 ･･････････････････････

福島県には他県にはない、被災地でしか体験できない貴重な「復興プログラム」のほか、様々なプログラムがあります。
震災当日や避難生活の体験談や、復興へ向けて歩む県民の「生の声」を通して、被災地のリアルな現状を感じることができます。
ふくしま観光復興支援センターでは、参加の目的・人数・日程に応じて、復興ツーリズムのコンテンツをご案内いたします。

阿武隈急行

ご自身の目と耳とカラダで、福島の現状を感じていただくことが、県民へのチカラ強い応援になります。ぜひ福島県にお越し
13

福島県内の
アクセス

猪苗代〜郡山

磐越自動車道

（猪苗代磐梯高原IC〜郡山IC）

高速道路

福島〜相馬
国道115号線

約15分

（福島西IC〜郡山IC）

約30分

東北自動車道

磐越自動車道

（会津若松IC〜猪苗代磐梯高原IC）

常磐自動車道

※会津川口~只見間
はバス代行輸送

磐越自動車道

約1時間

（南相馬IC〜いわき中央IC）

猪苗代

会
津
鉄
道
118

下郷町

約1時間10分

西郷村

福島空港〜いわき

会津若松〜下郷
国道118号線
県道121号線

約40分

13

約15分

（郡山IC〜白河IC）

約30分

田村市

水
郡
線

118

349

1

2

浪江町
双葉町

川内村

53

浜通り
39 41

いわき市

鮫川村

56

仙台から

札幌から

●電車利用
・東北新幹線
東京駅〜郡山駅（約1時間20分）
●自動車利用
・東北自動車道
浦和IC〜郡山IC（約2時間10分）
・東北自動車道、磐越自動車道
浦和IC〜会津若松IC（約2時間55分）
・常磐自動車道
三郷IC〜いわき中央IC（約2時間）
三郷IC〜南相馬IC
（約3時間）

●自動車利用
・東北自動車道
仙台宮城IC〜郡山IC（約1時間30分）
・東北自動車道、磐越自動車道
仙台宮城IC〜会津若松IC（約2時間10分）
・常磐自動車道
仙台宮城IC〜いわき中央IC（約2時間10分）

●飛行機利用
・新千歳空港〜福島空港（約1時間20分）

羽田空港から

仙台空港から

福岡から

●自動車利用
・首都高速道路、
東北自動車道
空港中央IC〜郡山IC（約2時間50分）
・首都高速、東北自動車道、磐越自動車道
空港中央IC〜会津若松IC（約3時間30分）
・常磐自動車道
空港中央IC〜いわき中央IC（約2時間25分）

●自動車利用
・仙台東部、南部道路、東北自動車道
仙台空港IC〜郡山IC（約1時間30分）
・仙台東部、南部道路、東北自動車道、
磐越自動車道
仙台空港IC〜会津若松IC
（約2時間）
・仙台東部、常磐自動車道
仙台空港IC〜いわき中央IC（約1時間50分）

●飛行機利用
・福岡空港〜羽田空港（約1時間30分）
羽田から東北新幹線もしくはバスを
利用し福島県へ
・福岡空港〜伊丹空港〜福島空港
福岡
（約2時間30分）

札幌
新函館北斗

函館から
●電車利用
・北海道新幹線
新函館北斗駅〜仙台駅（約2時間40分）
仙台駅~福島駅（約20分）

45

広野町

常
磐
自
動
車
道

57

いわき

30
18 62
常 28 38 59 60 61
磐
線

※帰還困難区域内の国道6号・県道36
号は、
自動車に限り通過できます。
（自動二輪・原動機付自転車・軽車両・歩
行者は通行できません）

会

48

58

帰還困難区域（2016年3月現在）

東京から

運転見合わせ

仙台
福島

●飛行機利用
・伊丹空港〜福島空港
（約1時間10分）

福島空港

名古屋

東京

大阪

新幹線
高速道路

8
8
9
9

24 富岡町民の想いと絆をつなぐ語り人（べ）
富岡町3.11を語る会 青木淑子さん ･･･････････ 11
26 被災地からの想いと現状
飯舘村・松川第二仮設 佐藤美喜子さん ････････ 11

震災語り部・出張講話

35 災害に備えるための防災出前講座
福島県災害対策課 ･･････････････････････････ 12

出張体験・講話

37 新しい生産拠点で守る伝統の技
大堀相馬焼協同組合 理事長 小野田利治さん･･ 12

ボランティア受入

40 田んぼのパートナー制度・震災後の米栽培を通した復興と今を案内
天栄米栽培研究会 ･･････････････････････････ 13

安全・復興

46 除染、放射線に関する最新情報を知る
環境再生プラザ ･････････････････････････････ 14

再生可能エネルギー

49 太陽光発電の最先端を体験学習
福島空港メガソーラー ･･･････････････････････ 15
50 土湯温泉バイナリー発電
NPO法人土湯温泉観光まちづくり協議会････････ 15
51 福島から発信する再生可能エネルギーの先進技術
国立研究開発法人産業技術総合研究所 福島再生可能エネルギー研究所 ･･ 15

農業

54 安心・安全な農業の推進
福島県農業総合センター ･････････････････････ 15

震災学習・視察コース

63 果樹産地の再生と振興に取り組む研究所の視察
福島県農業総合センター果樹研究所 ･･･････････ 18
64 およそ100年営む果樹農家。放射性物質への対応や農家の現状、取り組みを聞く
あんざい果樹園･････････････････････････････ 18
65 様々な対策・検査を経て、地元農家の野菜や果物を販売する直売所
JAふくしま未来 農産物直売所 ここら吾妻店 ･････ 18
66 昭和62年創業。顔が見える関係で安心な牛乳を届けている牧場の視察
有限会社 ささき牛乳 ････････････････････････ 18
69 ふくしまの防災を学ぶ
福島県危機管理センター ･････････････････････ 19

◎常磐線

※富岡~原ノ町間
はバス代行輸送
（2018年6月現在）

津

語り部

震災語り部・出張講話

33 震災後の避難生活や仮設住宅の生活について語る
大熊町役場OB 田澤憲郎さん ････････････････ 12

中通り

おすすめプログラム

1 環境回復・創造の学びと発信を目指して、対話・共創をテーマとした体験学習
福島県環境創造センター交流棟 コミュタン福島･･ 4
8 震災の記憶や未来に向かうふくしまの姿を紹介
「ふくしま記憶と未来体験アプリ」･･･････････････ 7

浜通り

震災語り部・出張講話

31 3・11あの日を語り継ぐ
齋川さん・五十嵐さん・立谷さん ･･･････････････
32 南相馬市で除染活動と雇用創出
はらまち除染テクノ 齋藤盛男さん ････････････
34 自分の命は自分で守る、震災体験で得た防災の教訓
いわき語り部の会 大谷慶一さん ･････････････
36 飯舘村オリジナル品種を全国へ
菅野元一さん ･･････････････････････････････

12
12
12
12

ボランティア受入

38 コットン畑で農作業ボランティア
NPO法人ザ・ピープル ････････････････････････ 13
39 平和の象徴 オリーブがもたらす広野町の復興
ひろのオリーブ村 ･･･････････････････････････ 13
41 桜の植樹による復興支援と原発被災地の現状を伝える
NPO法人ハッピーロードネット ････････････････ 13
できる時に、
できる事をする
42 できる人が、
南相馬市ボランティア活動センター（運営：NPO法人災害復興支援ボランティアネット）13
43 これからのために、今できること
南相馬市社会福祉協議会南相馬市災害復旧復興ボランティアセンター 13

ロボット産業

44 未来のロボット開発
株式会社菊池製作所 福島工場 ････････････････ 14
45 バーチャルリアリティシステムと遠隔操作機器の開発・実証試験施設
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 楢葉遠隔技術開発センター 14

安全・復興

47「相双の復興は港から」相馬港、松川浦漁港等の復旧工事
福島県相馬港湾建設事務所 ･･････････････････ 14

再生可能エネルギー
48 漁船に乗って視察する洋上風力発電見学ツアー
及川造船所 ････････････････････････････････ 15

農業

震災学習・視察コース

おすすめプログラム

2 被災者の言葉で震災を後世に語り継ぐ
NPO法人富岡町3.11を語る会 ･････････････････
3 大熊町の復興拠点と第一原発を臨む
大熊町復興視察コース ･･･････････････････････
4 浪江町の再生の歩みを視察
浪江町 まちづくり整備課 ･････････････････････
5 浪江の新しい街に人々が集うマルシェ
（市場）
まち・なみ・まるしぇ ･･････････････････････････
あの時、今、
そしてこれからを伝える
6 あの日、
一般社団法人ならはみらい ･･･････････････････
7 南相馬市小高区の街再建の今を伝えるガイド
小高を応援する会 ３B＋１･･････････････････
9 里山の自然と田舎暮らしを満喫！
農家民宿「いちばん星」･･･････････････････････
10 いわきの“今”を感じよう
いわきスタディツアー ････････････････････････
11 新たな観光資源を活用した観光窓口
相馬観光復興御案内処（相馬市千客万来館）････
12 地元タクシーで被災地を巡る
馬陵タクシー ･･･････････････････････････････

語り部
21 原子力発電所事故の影響を紙芝居で伝える
浪江まち物語つたえ隊 ･･･････････････････････ 10
23 一歩先に未来がある
菅野クニさん ･･･････････････････････････････ 11
25 自作の絵本を通し原発事故に遭遇した村の現状の案内
菅野允子さん ･･･････････････････････････････ 11
27 避難生活の実情と未来への希望
楢葉町生活支援課 半谷喜代美さん ･･･････････ 11
28 “東北の海の玄関”小名浜港復興を巡る
いわきデイクルーズ ･････････････････････････ 11
29 原発事故と事故後の生活を伝える
原発震災を語り継ぐ会 高村美春さん ･････････ 11
30 薄磯の津波被害を語り継ぐ
山六観光 ･･････････････････････････････････ 11

52 福島の復興を担う人材育成の取り組み
南相馬ソーラー・アグリパーク ･････････････････ 15
53 川内村の復興のシンボル
KiMiDoRi ･･････････････････････････････････ 15

富岡〜浪江

22 会津木綿を使ったものづくりで恩返し
會空（あいくう）庄子ヤウ子さん ･･･････････････ 10

大阪から

6

楢葉町

10 19 27 34

塙町

3
2

富岡町

55
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古殿町

6

大熊町

磐
越 14
東
線

矢祭町

主要都市からのアクセス

7
4
5

288

平田村

浅川町

32

42

43
葛尾村

石川町

中島村

南相馬市

52

349

空港

玉川村

9

29 68 南相馬

飯舘村

114

あぶくま
高原道路 小野町

矢吹町

棚倉町

（郡山駅〜新白河駅）

東北自動車道

約55分

泉崎村

郡山〜白河

東北新幹線

（福島空港〜あぶくま高原道路〜いわき中央IC）

鏡石町

東
北
本 白河市
線

352

352

あぶくま高原道路、
磐越自動車道

白河

南会津町

檜枝岐村

三春町

24

20

東北自動車道、
磐越自動車道
（福島空港〜須賀川IC〜会津若松IC）

郡山

44

川俣町

福島 49

40

天栄村

401

福島空港〜会津若松

東
北
自
動
車
道

中通り

121

下郷

約55分

51

郡山市

289

福島空港〜福島

54

49

25 23 36

8

語り部

11 12
31 67

相馬市

二本松市

東
北
新
幹 本宮市
線

須賀川市

昭和村

会津地方

福島空港へのアクセス

（福島空港〜須賀川IC〜福島西IC）

401

只見町

約1時間5分

東北自動車道

118

289

南相馬〜いわき

常磐自動車道

会津美里町

只見線

（2018年6月現在）

115

26

大玉村

21
15 相馬

伊達市

8 35 69

4

47

新地町

16

37

磐越
自動
車道

会津若松市

柳津町

46

磐梯町

磐越西線
三島町

63

猪苗代町

会津
若松

22 33

会津川口〜只見間

郡山〜いわき

（郡山IC〜いわき中央IC）

約15分

252

◎只見線

約20分

福島

115

湯川村

金山町

運転見合わせ

飯坂線

17

50

北塩原村

459

会津若松〜猪苗代

相馬〜南相馬

（相馬IC〜南相馬IC）

喜多方市

会津坂下町

福島〜郡山

東北新幹線

65
66

主要道路

約1時間

（福島駅〜郡山駅）

福島市

121

西会津町

新幹線

64

山形新幹線

約30分

国見町

桑折町

ください。

視察受入施設

15 地域の課題解決に挑む復興拠点
復興支援センターMIRAI ･･････････････････････ 8
18 若い世代・子ども達が戻れる街を創る
ふるさと豊間復興協議会 ･････････････････････ 9
19 シャッター街を再生した復興飲食店街
夜明け市場 松本丈さん ･････････････････････ 9

5
5
6
6
6
7
7
7
7
7

55 風評被害を乗り越え有機野菜を作り続ける。美味しい野菜の収穫体験
ファーム白石 ･･･････････････････････････････ 17
「共に生きる」
「希望光」
56 東日本の復興を願って
金澤翔子美術館 ････････････････････････････ 17
57 震災の教訓から造られた津波避難ビルの見学と語り部による防災学習
いわき市地域防災交流センター 久之浜大久支所ふれあい館 17
58 五感を耕す。農と食の体験ファーム
WONDER FARM -ワンダーファーム- ････････････ 17
59 再オープンした商業施設の歩み
いわき・ら・ら・ミュウ ･････････････････････････ 17
60 福島県の漁業の現状を知る
福島県水産海洋研究センター ･････････････････ 17
61 水族館再生の過程で得られた教訓や防災について学ぶ
環境水族館アクアマリンふくしま･･･････････････ 17
62 いわき復興視察と語り部の講話（塩屋埼灯台）
いわき語り部の会 ･･･････････････････････････ 17
67 津波体験と教訓、そして確かな復興への歩みを知る、相馬市復興視察
相馬市観光協会 ････････････････････････････ 19
68 ボランティアガイドが今の南相馬を案内します
一般社団法人南相馬観光協会（野馬追通り銘醸館） 19
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最新おすすめ
プログラム

富岡町

ガイド

被災者の言葉で震災を後世に語り継ぐ

NPO法人富岡町3.11を語る会

2017年4月には帰還することになった中で、いまだ「復興」への道のりの遠い富
岡町。被災者が自らの言葉で震災当時の話や教訓を後世に伝えるべく活動を
しています。郡山市にある「富岡町3.11を語る会 桜風舎」で話を聞くことがで
きます。また、県内外各地へ出張も可能で、富岡町での案内もしています。

2

【駐車場】お問合せください
【交 通】JR竜田駅から車で約15分、
常磐自動車道常磐富岡ICから車で約15分
※【待ち合わせ場所】
常磐高速富岡インター入り口（富岡ツアーの場合のみ）
※【口演の種類】
1.郡山近郊で口演、2.富岡町ツアー、3.出張口演
※【その他】
口演、ツアーの参加者には資料を購入していただき
ます（500円／1名）

【窓 口】NPO法人富岡町3.11を語る会
【住 所】双葉郡富岡町大字小浜字中央416
【電話番号】0240-23-5431（FAX兼用）
【所要時間】60〜120分
【受付時間】9：00〜17：00
【休 日】原則 土・日
（不定休）
【料 金】60分以内5,000円、60分〜120分10,000円、
富岡ツアーの場合 交通費2,000円
【受入人数】お問合せください（上限はなし）
【出 張】可

富岡町

富岡町を案内する語り人

語り部（かたりべ）達との交流も
可能です

■富岡町視察コースの一例（2016年現在）

所要時間
約90分

富岡町視察に
ついて確認事項
※富岡町は2017年4月より帰還
するため、町への立入り制限
時間はありません。

13:00 常磐高速道路富岡インター
チェンジ入口（出口）で
ガイドと待ち合わせ

展示室

環境回復・創造の学びと発信を目指して、
対話・共創をテーマとした体験学習

見学所要時間：60分〜90分

環境創造へ向けて、再生可能エネル
ギーや環境にやさしい循環型社会な
どについて学べる展示エリア。

ふくしまの 環 境 の 今を
知ってもらう展示エリア。
原子力発電所の事故
からの福島の歩みを
伝える全体の導入展
示エリア。

13:30 夜の森桜並木

※待ち合わせ場所は高速道路
富岡インター入口です。

14:00 観陽亭

※バスを降りての説明もあり、
時間は1時間30分〜2時間必
要です。
※昼食時間に重なった場合、町
内 の「さくらモ ー ル 」フード
コートがおすすめです。

第二原発が見える

福島の環境の未来像を全
球型映像で体感し、来館者
が共有するシアター。

コミュタン福島は、子どもたち・県民ととも
に、ふくしまの未来を創造する“対話”と
“共創”の場”です

13:20 富岡町役場（本庁舎）

14:30 高速インター入口
でガイドは下車

福島県環境創造センター交流棟

環境回復・創造の
“学びと発信”を目指して

13:10 富岡高校

ガイド

高台に建つ観陽亭は当時のまま

高さ20ｍの断崖を乗り越えた津波

大熊町

大熊町の復興拠点と第一原発を臨む

大熊町復興視察コース

居住制限区域中の大熊町復興拠点に設置された大熊町ふるさと再興メガソーラー発
電所や東京電力福島第一原子力発電所内へ食事を供給している福島給食センター、そ
して第一原発から約8km地点でその一部の姿を見ることができる場所へ行き、大熊町
の復興を視察することができます。

三春町

■大熊町視察コースの一例（2016年現在）

所要時間
約60分

大熊町ふるさと再興メガソーラー発電所
「知る」、
「測る」、
「身を
守る」、
「除く」
という4
つ のテーマで、体 験
を通して放射線につ
いて学ぶ展示エリア。

体験研修プログラム
原則として、土日祝日に
下記いずれかを実施
体験研修時間：20〜40分

放射線学習
自然環境学習
再生可能エネルギー学習

三春町

GS

コンビニ
エンスストア
至
郡
山

1

三春バイパス

288

至田村

磐越自動車道

船引三春IC

環境創造
センター

N

口】福島県環境創造センター交流棟
所】三春町深作10-2
（田村西部工業団地内）
【電話番号】0247-61-5721
【所要時間】約90分
【受付時間】9:00〜17:00
月曜（ただし、月曜日が祝日の場合は翌
【休 日】
平日）、年末年始（12月29日から1月3日）
【窓
【住

大熊町内では初めての大規模な太陽光発電施設。売電益の一部を大
熊町が建設予定の次世代型植物工場の運営に活用予定。敷地内の一
角には6種類の防草シートを敷設し、防草効果を長期的に検証してい
ます。発電期間は20年間で終了後は農地に戻す予定です。

福島給食センター

「コミュタン福島とは」

体験型の展示や360°
の映像を
体験できる全球型の環境創造
シアターなどにより、来館され
る方々が福島県の環境や放射
線について学習し、特に未来
を担う子どもたちが自ら考え、
行動する力を育む施設です。

【料 金】無料
【受入人数】最大200人程度
【出 張】不可
【駐車場】無料
大型バス駐車場有り
【交 通】JR三春駅から車で約12分、JR要田
駅から車で約7分、磐越自動車道
船引三春ICから車で約5分

3

コース図

福島第一原発で働く約7,000人の作業員に温かい食事を提供し、作業
環境の改善を図り、それに伴う雇用の創出、食材の使用・地域雇用によ
る風評被害の払拭を図ることを目的に設置されました。最新の設備や
第一原発で働く作業員の現状を知ることができます。

口】福島発電㈱ 浜通り事務所
所】富岡町大字上手岡字下千里332
【大熊町ふるさと再興メガソーラー発電所】
大熊町大字大川原字西平地内
【電話番号】0240-23-5154
【所要時間】約60分（お問合せください）
【受付時間】9:00〜16:00
【窓
【住

【休 日】お問合せください
【料 金】
ガイド料3,000円 資料代一人300円
【受入人数】お問合せください
【出 張】不可
【駐車場】無料 大型バス駐車対応可
【交 通】常磐自動車道常磐富岡ICから車で約5分

至浪江IC↑

大熊町ふるさと
再興メガソーラー発電所
166

東京電力福島第一原子力発電所8km地点
大熊町の大川原地区の第一原発から約8km地点の高台から第一原発の煙突および建屋の一部を見ることがで
きます。手前には大熊町ふるさと再興メガソーラー発電所も見え、原発との距離感をリアルに実感できます。

大熊町

奥に見える6本の煙突が福島第一原子力発電所

原川

大川

35

福島第一原発から
約8km地点

大熊町役場
大川原連絡事務所

常
磐
自
動
車
道

メ
ガ大
ソ熊
ーエ
ラネ
ール
発ギ
電ー
所・

福島
給食センター

↓至常磐富岡IC

※掲載している料金は税込み価格ですが詳しくはお問合せください。

4
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最新おすすめ
プログラム

小高町
ガイド

南相馬市小高区の
街再建の今を伝えるガイド

小高を応援する会

7 南相馬市
小高を応援する会

3B＋1

３B＋１

南相馬市小高区は平成28年7月に避難解除され、住
民帰還が始まりましたが、ゼロからの街の再建に向
け、復興に取り組んで活動している所を案内します。
代表

口】小高を応援する会 3B＋1
代表 廣畑裕子さん
【住 所】南相馬市小高区東町1-59
（おだかぷらっとほーむ）
【電話番号】090-9038-8680
【所要時間】60分〜
【受付時間】10:00〜15:00
【休 日】不定休
【窓

【料 金】お問合せください
【受入人数】お問合せください
【出 張】可
【駐車場】無料 大型バス駐車場有り
（お問合せください）
【交 通】JR小高駅から徒歩約5分、
常磐自動車道浪江ICから車で約
15分

廣畑裕子さん

■小高町視察
コースの一例
（2016年現在）

所要時間約60分〜

浪江町

ガイド

【窓 口】浪江町 まちづくり整備課
【住 所】浪江町大字幾世橋字六反田7-2
【電話番号】024-525-4024（ふくしま観光復興支援センター）
【所要時間】お問合せください
【受付時間】8:30〜17:15
【休 日】土・日・祝日、年末年始
【料 金】要相談

なみえ復興レポートにより説明します

請戸漁港

請戸小学校

浪江町内

まち・なみ・まるしぇ
平成28年10月にオープンした仮設商店街。
まち
（街並み・待ち合わせ）
・なみ（浪江）
・ま
るしぇ
（市場）の意味を持ち、新しい浪江町
に人々が楽しく集う市場となる願いが込め
られています。小売店が4店舗、飲食店が4
店舗、サービス店が2店舗の計10店舗が出
店しています。

浪江町

浪江町役場の隣りにオープンした「まち・なみ・まるしぇ」

楢葉町

ガイド

【窓 口】浪江町 産業振興課
商工労働係
【住 所】浪江町大字幾世橋字六反田7-2
【電話番号】0240-34-0247
【所要時間】約20分
【受付時間】お問合せください
【休 日】お問合せください

あの日、あの時、今、
そしてこれからを伝える

一般社団法人ならはみらい

楢葉町

東日本大震災に伴う原発事故によって全町避難を余儀なくされた楢葉町。町
内を案内しながら、変わってしまった町の様子や、避難指示が解除され復興
へ向けて前に進んでいる姿を説明します。
また、語り部より震災から現在に至
るまでの話を聞くこともできます。

ならはふるさと案内人が町内を案内します

6

おだかぷらっとほーむ（講話）

東町エンガワ商店

天神岬スポーツ公園

ここなら商店街

【料 金】視察無料
【受入人数】お問合せください
【出 張】不可
【駐車場】無料 大型バス駐車対応可
【交 通】JR小高駅から車で約15分、
常磐自動車道浪江ICから
車で約10分

【窓 口】
（一社）ならはみらい
【住 所】楢葉町大字北田字鐘突堂5-5（楢葉町公民館内）
【電話番号】0240-23-6771
【所要時間】60〜120分
【受付時間】9:00〜15:30
【休 日】お問合せください
【料 金】・案内ガイド料（1名手配）3,000円、
参加費（小学生以上で申込人数分）300円/1名
※基本案内コース一律上記の料金
・語り部料金
※基本案内コースと併せて依頼する場合
30分3,000円、60分5,000円
・語り部出張料金
※語り部のみ依頼する場合30分4,000円、60分
6,000円（別途費交通費および宿泊費）の料金
【受入人数】お問合せください
【出 張】可
【駐車場】お問合せください
【交 通】JR竜田駅から車で約5分、
常磐自動車道広野ICから車で約15分

震災の記憶や未来に
向かうふくしまの姿を紹介

「ふくしま記憶と未来体験アプリ」

被災地を訪れ

福島県では、震災の記憶や未来に向か
うふくしまの姿を動画や写真で紹介する
「ふくしま記憶と未来体験アプリ」の配信
を始めました。
現地でアプリを起動すると、津波被害か
らの復興が進む松川浦や、平成28年12
月に再開通した新地駅周辺の復旧作業
の様子などをご覧いただけます。

震災復興を感じてみよう
8

福島県

被災地視察のガイドとしてアプリを
活用してください

【窓 口】福島県 企画調整部 情報政策課
【電話番号】024-521-7134
【料 金】無料

浪江駅前

浪江の新しい街に人々が集うマルシェ（市場）

Jヴィレッジ

HARIOランプワークファクトリー小高

福島県

所要時間
約120分

浪
江
町
役
場
浪江町役場（復興概要説明）

小高復興デザインセンター

【受入人数】お問合せください
【出 張】お問合せください
【駐車場】無料 大型バス駐車対応可
【交 通】JR小高駅から車で約15分、
常磐自動車道浪江ICから車で約10分
※ホームページ
http://www.town.namie.fukushima.jp/soshiki/2/namie-factsheet.html

■浪江町視察コースの一例（2016年現在）

6

双葉屋旅館

浪江町 まちづくり整備課

浪江町

5

アンテナショップ希来（きら）

浪江町の再生の歩みを視察

農業の再開や漁業の試験操業、産業の再生など、町は帰町に向けて一歩ずつ前
へと進んでいます。震災から現在までの状況を含め、今後の町の再生について
町職員が町内視察案内を行います。
※なみえ復興レポート
（最新版）をホームページからダウンロードしてご持参ください。
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JR小高駅

南相馬市
9 南相馬市

里山と満天の星空が自慢です

里山の自然と田舎暮らしを満喫！
農家民宿「いちばん星」

東日本大震災以降オープンした農家民宿で、農業体験等を通じて、
南相馬市の自然と人とのふれあいを満喫してもらおうと頑張ってい
ます。敷地内には、
「いちばん星牧場」
「大浴場巖の湯」が併設されて
おり、ゆっくりと里山体験ができます。
「里山カフェ」近日オープン！

【窓 口】
（一社）いちばん星南相馬プロジェクト
【住 所】南相馬市原町区金沢字追合116
【電話番号】0244-26-9461
※宿泊・ランチは要予約
【日帰入浴】10:30〜20:00
【受付時間】
【いちばん星牧場】10:30〜日没まで
【休 日】不定休

いわき市

ガイド

【料 金】
【宿泊】1泊2食7,500円(税別)
【ランチ】1,200円(税別)【入浴】400円(税込)
【受入人数】20名程度
「いちばん星牧場」のアルパカは出張可です
【出 張】
【駐車場】無料 大型バス駐車場有り
【交 通】JR原ノ町駅から車で約10分、
常磐自動車道南相馬ICから車で約20分

いわきの“今”を感じよう

いわきスタディツアー

ガイド

新たな観光資源を活用した観光窓口

相馬観光復興御案内処（相馬市千客万来館）

11

相馬市

相馬市伝承鎮魂祈念館において、相馬市
を襲った津波の映像をご覧いただけます

相馬市が実施している市内の視察ツアー。10名
以上の団体が対象で、相馬市の復興状況や復興
施設をバスに乗車して案内します。
※バスの手配は行っておりません。

口】相馬観光復興御案内処
（相馬市千客万来館）
【住 所】相馬市中村字北町55-1
【電話番号】0244-26-4848
【所要時間】60〜180分
【受付時間】8:30〜17:15 ※事前要予約
【窓

【休 日】12月29日〜1月3日
【料 金】無料
【受入人数】10名〜最大バス3台
【出 張】不可
【駐車場】無料 お問合せください
【交 通】常磐自動車道相馬ICから車で約5分

地元タクシーで被災地を巡る
馬陵タクシー

久ノ浜地区・秋葉神社での口話

地元タクシーを利用して津波の被害を受けた場
所を巡り、復旧工事が始まり復興の歩みを進め
る相馬市の姿を見ることができます。また、相馬
市の歴史を巡るコースも案内します。

【窓 口】いわき復興支援・観光案内所
【申込期限】個人参加・各出発日の前々日の17:30まで、
【電話番号】0246-80-2051
土・日・祝日の受付は行いません、また4月
【募集人数】25名（中型貸切バス使用）
以降についてはお問合せください
【料 金】2,000円（資料代、語り部謝礼代等含む） ※要予約、先着順。ツアー参加と体験は定員に
（昼食代、施設入場料・利用料別途）
なり次第締め切り

【窓 口】馬陵タクシー
【住 所】相馬市中村字新町141
【電話番号】0244-36-2323
【所要時間】希望に応じて
【受付時間】6:00〜深夜2:00

10 いわき市

復興状況を学べるコースがあり、震災語り部との
交流を通し、時間の経過と共に変わる今を感じる
ことができます。

相馬市

【アプリのダウンロード方法】
App Store, Google Playより
「ふくしま体験」
で
検索してください
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相馬市

ドライバーから、地震・津波の体験を
聞くことができます

【料 金】小型車（定員4名）
60分／5,800円〜
ジャンボタクシー（定員9名）
60分／8,800円〜

※掲載している料金は税込み価格ですが詳しくはお問合せください。

7

視察受入施設

白河小峰城

14世紀中頃、結城親朝が小峰ヶ岡に城を構えたのが始
まりとされています。
東北地方では珍しい総石垣造りの城で「東北三名城」の
1つにも数えられ 、その歴史的な重要性が評価され
2010年に国指定史跡となりました。
東日本大震災により石垣・曲輪が崩壊、積み重ねが緩む
などの被害があり、三重櫓も含め本丸への立ち入りは禁
止となりました。2011年秋頃から復旧工事が行われ、
2018年度の全面修復を目指しており、2015年4月19日
に小峰城復興式が開催、入場可能となっています。

17

食卓と酪農の現場を繋ぐ牧場
白河の歴史と今を伝える
ツーリズムガイド白河
小峰城の歴史や震災時の様子、南湖公園や白河関跡など、市内の史跡名所を
ご案内いたします。
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【休 日】年末年始
【料 金】無料（交通費・昼食代がかかる場合があります）
【受入人数】お一人様〜(団体の方はお問合せください)
【出 張】可（ただし白河市に限る）※事前要予約
【駐車場】無料 大型バス駐車場有り
【交 通】JR白河駅から徒歩約7分

【窓 口】
白河観光物産協会
【住 所】
白河市郭内1-2
【電話番号】0248-22-1147
【所要時間】30分〜1日コース（お問合せください）
【受付時間】
【3〜10月】9:00〜18:00
【11〜2月】9:00〜17:00

白河市

震災後、見学可能になった白河小峰城

福島市

飼養頭数は約150頭、毎日3.5トン程の生乳を出荷しています

ませ

し

ミネロファーム

被災酪農家の救援・支援として活動を開始。現在は次の世代の酪農者や就
農希望者の育成・トレーニングに力を入れています。長期研修者のための宿
泊所も完備し、大学生のインターンシップも受入れています。
【窓 口】NPO法人福島農業復興ネットワーク
【住 所】福島市松川町水原字峰路8-13
【電話番号】080-1846-5084
【酪農体験】約180分
【所要時間】
【視察】約90分
【酪農体験】朝6:00〜
【受付時間】
【視察】10:30〜12:00
【休 日】土・日・祝日は対応不可

金】視察は基本無料、別途経費はお問合
せください
【酪農体験】最大約5名
【受入人数】
【視察】最大約20名
【出 張】不可
【駐車場】無料 大型バス駐車場有り
【交 通】JR金谷川駅から車で約5分、
東北自動車道福島松川スマートICか
ら車で約5分
【料

三重櫓や前御門も含め詳しくご案内します

望遠鏡の復旧と被災地の想い

地域の課題解決に挑む復興拠点

地元農業復興への取り組み

星の村天文台

復興支援センターMIRAI

NPO法人りょうぜん里山がっこう

星の村天文台の大野裕明台長が、震災で床に落下し破損した大型望遠
鏡を復旧させ、再オープンするまでの話をしながら天文台を案内します。
また、自身が震災後、小型の望遠鏡を持って各地の避難所や仮設住宅を
回り、感じたこと、体験したこと、人の気持ちや絆についても話します。

地域おこし促進を目的に、事業者のデータベース構築
に取り組んでいます。震災の影響で相双地域の産業活
動は今も厳しい状況が続いています。被災地での産業
構造の変化や地域再生の話を聞くことができます。

桃やりんご、干し柿などの生産農家が多い伊達市霊山町の
農業の現状や、放射線と風評への対策、農作業体験、復興
の取り組みを聞くことができます。米粉のピザ作り体験、子
ども達の外遊び等の体験プログラムも充実しています。

若い世代・
子ども達が戻れる街を創る

シャッター街を再生した
復興飲食店街

矢吹町の地酒試飲と
震災語り部

震災被害の状況や復興への取組活動等を、映像や報
告書等で説明します。
また、現在被災地は復興工事等
で立入禁止のため、バスでの案内はできません。

“明けない夜はない”を合言葉として、いわき市の新た
なまちづくりの拠点である夜明け市場。震災という逆
境から復興に向けての歩みや、魅力あるまちづくりに
ついて聞くことができます。

旧奥州街道沿いにある町唯一の造り酒屋です。試飲
や購入のほか、酒蔵の見学もできます。また、震災語
り部として、震災の被害から復興に向けた取り組みと
人との絆について聞くことができます。

ふるさと豊間復興協議会

夜明け市場

松本丈さん

合名会社大木代吉本店

18 いわき市

19 いわき市

20

復旧・新装した県内最大級の反射望遠鏡「絆KIZUNA」

復興レストラン「報徳庵」
での受講も可能

廃校を利用した施設での米粉ピザ作り体験

ふるさと豊間復興協議会事務所 豊間区連絡所

福島の夜明けをいわき市から発信

創業慶応元年の歴史ある酒蔵。地元栽培米にこだわった「自然郷」が
代表銘柄

【窓 口】星の村天文台
【住 所】田村市滝根町神俣字糖塚60-1
【電話番号】0247-78-3638
【所要時間】お問合せください
【受付時間】9:00〜17:00（4月1日〜11月30日）、10:00〜16:00（12月1日〜3月31日）
【休 日】火曜（12月〜3月までは火・水曜）
【料 金】入館料 大人450円、子供（小・中生）250円（15名
以上）
、出張口演の場合15,000円〜、交通費等別途
【受入人数】15〜60名（人数対応可）
【出 張】可（プロジェクターが必要）
（2週間前までに要予約）
【駐車場】無料 大型バス駐車場有り
【交 通】JR神俣駅から車で約5分、
磐越自動車道小野ICから車で約15分

【窓 口】復興支援センターMIRAI 担当:黒田
【住 所】相馬市中村字塚田72
【電話番号】0244-26-9127
【所要時間】約60分（応相談）
【受付時間】10:00〜18:00
【休 日】特になし※お問合せください
【料 金】無料 ※語り部希望の場合は別途相談
【受入人数】最大50名
【出 張】可（応相談）
【駐車場】大型バス駐車場有り お問合せください
【交 通】JR相馬駅から車で約5分、徒歩約20分、
常磐自動車道相馬ICから車で約10分

【窓 口】NPO法人りょうぜん里山がっこう
【住 所】伊達市霊山町大石字細倉17
【電話番号】024-587-1032 ※要予約
【所要時間】60分〜
【受付時間】10:00〜17:00
【休 日】
月・火曜（祝日は開校）
【料 金】資料代500円／1名※体験料1,080円
【受入人数】10名〜
【出 張】お問合せください
【駐車場】無料 大型バス駐車場有り
【交 通】阿武隈急行保原駅から車で約20分、
東北自動車道福島西ICから車で約50分

【窓 口】ふるさと豊間復興協議会
【住 所】いわき市平豊間字榎町73-1
【電話番号】0246-98-6100
【所要時間】約20分
【受付時間】9:00〜16:00
【休 日】水・日・祝日
【料 金】無料
【受入人数】最大15名
【出 張】不可
【駐車場】無料 大型バス駐車場有り
（マイクロバスまで）
【交 通】JRいわき駅から車で約25分、
常磐自動車道いわき湯本ICから車で約30分

【窓 口】㈱夜明け市場
【住 所】いわき市平字白銀町2-10
【E-mail】info@touhoku-yoake.jp
【所要時間】お問合せください
【受付時間】10:00〜19:00
【休 日】
日曜
【料 金】30分／5,000円 60分／10,000円
【受入人数】1〜30名
【出 張】可
【駐車場】大型バス駐車場なし
【交 通】JRいわき駅から徒歩約3分、
常磐自動車道いわき中央ICから車で約15分

【窓 口】㈴大木代吉本店 蔵出し直販部
【住 所】矢吹町本町9
【電話番号】0248-44-3161
【所要時間】30分〜
【受付時間】9:00〜17:00 ※要予約
【休 日】火曜
【料 金】無料
【受入人数】10〜30名
【出 張】不可
【駐車場】大型バス駐車場なし
（乗用車4台）
【交 通】JR矢吹駅から徒歩約5分、
東北自動車道矢吹ICから車で約10分
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田村市

15

相馬市

16

伊達市

矢吹町

現在受入しておりません

※掲載している料金は税込み価格ですが詳しくはお問合せください。
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9

語り部

一歩先に未来がある

富岡町民の想いと
絆をつなぐ語り人（べ）

菅野クニさん
事故前に飯舘村に自生する“ナツハゼ”を
村の特産にしようと計画していました。原
発事故により全村避難となりましたが、そ
の計画をあきらめることなく、避難先の福
島市内でナツハゼの栽培と加工に取り組
み、帰村後の未来を見つめ続けてきた想
いを聞くことができます。

富岡町3.11を語る会 青木淑子さん

23

飯舘村

帰村に向けてナツハゼの研究中

【窓 口】
（同）ニコニコ菅野農園
【住 所】飯舘村草野字七郎内95
【電話番号】090-9637-9201
【所要時間】30〜60分
【受付時間】9:30〜16:00
【休 日】不定休
【料 金】30分／3,000円 60分／5,000円

【受入人数】最大20名
【出 張】可
【駐車場】お問合せください
【交 通】JR福島駅から車で約50分、
東北自動車道福島松川スマートICから
車で約45分
※ホームページ http://www.nico2farm.jp/

震災前、富岡高校校長であったことから富
岡町民の生活復興支援にあたり、社会福祉
協議会アドバイザーとして平成25年4月か
ら
「震災の語り人事業」を始め、平成27年4
月から「富岡町3.11を語る会」の代表を務
めています。富岡町民の様々な想いを全国
に伝え、絆をつなぐ活動をしています。
【窓 口】NPO法人富岡町3.11を語る会 桜風舎
【住 所】郡山市長者1-7-17 さくらビル3階
【電話番号】024-955-6760（FAX兼用）
【所要時間】60分〜120分
【受付時間】9:00〜17:00
【休 日】原則 土・日
（不定休）
【料 金】60分以内5,000円、60分〜120分10,000円

自作の絵本を通し
原発事故に遭遇した
村の現状の案内

25

飯舘村

原子力発電所事故の影響を
紙芝居で伝える
浪江まち物語つたえ隊
故郷を追われ絆を失う事を心配し、地元に伝わる昔話と、震災以降に生まれ
たまち物語を紙芝居にしました。県内の浪江町住民避難先などを中心に上演
会を行っています。県外では、原発事故を風化させないため紙芝居・アニメと
資料で「浪江町の現状｣を伝えています。
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【窓 口】浪江まち物語つたえ隊 小澤
【住 所】相馬市石上字南蛯沢687-6
【電話番号】090-4638-6052
※1か月前までに要予約
【所要時間】上演先までの時間制限無し
【受付時間】10:00〜16:00
（要請先の時間に合わせます）
【休 日】年末年始、GW、盆休み

相馬市

金】
【原発事故による避難者】無料
【その他】相談による、謝金程度
【出張の場合】交通費・宿泊費は
実費支給願います
【受入人数】10名〜上限なし
【出 張】可
【駐車場】お問合せください
【交 通】お問合せください
【料

【窓 口】ふくしま観光復興支援センター
【住 所】飯舘村佐須
【電話番号】0244-42-0830
※1週間前まで要予約
【所要時間】要望にお応えします
【受付時間】7:00〜10:00
【休 日】無休

【料 金】無料
【受入人数】約20名
【出 張】可
【駐車場】お問合せください
【交 通】JR福島駅から車で約40分、
常磐自動車道南相馬ICから車で約30分

26

震災前は、肉牛繁殖、稲作と農業を営んで
いました。直ちに大丈夫と言われながら
も、計画避難となり仮設住宅暮らしをしな
がら仮設住宅の管理人をしています。
この現状と、何よりも“生命”優先とする想
いを聞くことができます。

福島市

【窓 口】ふくしま観光復興支援センター
【住 所】福島市松川町金沢字土戸目喜1-11
松川第二仮設
【電話番号】024-525-4024
【所要時間】30〜60分
【受付時間】9:00〜17:00
【休 日】土・日・祝日、年末年始

“東北の海の玄関”
小名浜港復興を巡る

震災後の人々の生活や環境の変化によっ
ておこる様々な問題や状況などについて
聞くことができます。
また、
これまでの町民
への支援活動で気づいたこと、自身が気
を付けていること、未来への希望など体験
から得たことをお伝えします。

大型観光遊覧船（165人乗）
「ふぇにっく
す」に乗船し、被災から立ち直り将来へ向
けて工事が進む人工島の造成や港横断橋
など、小名浜港の復興の状況を船上から
視察できます。桟橋で震災当時の状況や
復興の様子を聞くことができます。

楢葉町生活支援課 半谷喜代美さん

いわきデイクルーズ

27 いわき市
楢葉町天神岬スポーツ公園

【窓 口】楢葉町生活支援課
【住 所】いわき市平谷川瀬1-1-1
【電話番号】0246-25-5561
【所要時間】約60分
【受付時間】10:00〜16:00（お問合せください）
【休 日】お問合せください
【料 金】無料

會空（あいくう） 庄子ヤウ子さん

古民家を改築した新しい工房が出来ました。

空き家だった古民家をリノベーションして、新しい工房
としてオープンしました。
とても広く、作業スペースの
他、講話やワークショップができるスペースもあり、
20名程度の受入が可能です。

【駐車場】お問合せください
【交 通】お問合せください

22 会津若松市
【窓 口】會空（あいくう）
【住 所】会津若松市真宮新町南2丁目116
【E - m a i l】yoko-shoji@tenor.ocn.ne.jp
※お問合せ、依頼はメールで受付
【所要時間】60分〜
【受付時間】9:00〜16:30
【休 日】お問合せください

金】3,000円〜5,000円（ワークショップにつ
いては要相談）
【受入人数】20名程度
【出 張】可
【駐車場】無料 大型バス駐車場なし お問合せください
【交 通】JR会津若松駅から車で約20分、磐越自
動車道会津若松ICから車で約15分
【料

【窓 口】いわきデイクルーズ
【住 所】いわき市小名浜字辰巳町43-1 いわき市観
光物産センター（いわき・ら・ら・ミュウ内）
【電話番号】0246-54-7600
【所要時間】約50分
【受付時間】10:00より60分ごとに出航。最終便に
ついては季節・曜日により変動
【休 日】不定休

【料 金】無料 ※乗船料1,800円、団体1,620円
（15名以上）
【受入人数】乗船定員165名、講話15〜40名
【出 張】不可
【駐車場】無料 大型バス駐車場有り
【交 通】JR泉駅から車で約30分、常磐自動車
道いわき湯本ICから車で約20分
※震災の話を聞く場合は1週間前までに予約

原発事故と
事故後の生活を伝える

薄磯の津波被害を
語り継ぐ

原発事故由来の体験などを伝え、現地を
案内します。また、女性の立場から震災か
ら現在までの話を聞くことができます。

甚大な津波被害を受けた薄磯地区にある
山六観光は、奇跡的に大きな被害を逃れ
ました。店内に展示している震災当時の
写真を見ながら、当時のありのままの様
子を聞くことができます。

山六観光

29 南相馬市

30 いわき市

個人で活動しております
休日のみの対応となります

津波被害を風化させないためにも、次世代に語り
継いでいきたい

【窓 口】ふくしま観光復興支援センター
【住 所】南相馬市原町区
【電話番号】024-525-4024
【所要時間】お問合せください
【受付時間】お問合せください
【休 日】お問合せください
【料 金】お問合せください

34 いわき市
28
小名浜港の活気を感じることができます

原発震災を語り継ぐ会
高村美春さん

仲間たちと会津若松市内の工房で楽しく手作りしています

大熊町で愛されてきたく
まのキャラクターをモデ
ルに作られた「あいくー」

【受入人数】お問合せください

【出 張】可
現在受入しておりません

大熊町から会津若松市へ避難した庄子さんは、新たな
一歩を踏み出すため、会津木綿を使ったオリジナル商
品を制作、販売する
「會空」を仲間と立ち上げました。会
津への感謝の思いと制作秘話を聞くことができます。

【料 金】無料
【受入人数】約40名
【出 張】不可
【駐車場】無料 大型バス駐車場有り
【交 通】JR松川駅から車で約3分、
東北自動車道福島松川スマートICから
車で約10分

避難生活の実情と
未来への希望

全国どこへでも出張いたしますご相談ください

会津木綿を使ったものづくりで恩返し

【受入人数】お問合せください（上限はなし）
【出 張】可
【駐車場】無料 大型バス駐車場あり
【交 通】JR郡山駅から車で約10分、
東北自動車道郡山ICから車で約20分
※【その他】口演、ツアーの参加者には資料を購
入していただきます（500円／1名）

飯舘村・松川第二仮設
佐藤美喜子さん

菅野允子さん

“までい”とは、東北地方の方言で「ゆっくり・丁寧」
なこと。“までい”にお話しします

郡山市

被災地からの
想いと現状

ちか こ

合併をしないで自主自立の村作りをしてきた
村が突然、原発事故の被災に合い翻弄する
村人の様子やその後の除染の状況、そして復
興が進む村の様子を自作の絵本「がんばっぺ
までいな村」をもとに案内します。更に帰村後
の村の様子、人々の暮しの紹介をします。
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富岡町3.11を語る会 代表 青木淑子さんは元富岡
高校校長

【受入人数】お問合せください
【出 張】可
【駐車場】お問合せください
【交 通】お問合せください
※詳細についてはお問合せください

【窓 口】山六観光
【住 所】いわき市平薄磯宿崎33-5
【電話番号】0246-39-3636
【所要時間】15〜30分
【受付時間】9:00〜14:30
【休 日】不定休
【料 金】無料

【受入人数】10〜150名

【出 張】不可
現在受入しておりません

【駐車場】大型バス駐車場有り
【交 通】JR湯本駅から車で約30分、常磐自動
車道いわき湯本ICから車で約40分

※掲載している料金は税込み価格ですが詳しくはお問合せください。

10

11

震災語り部・
出張講話

ボランティア
受入
風車の下
、
オリーブ
を
実らせま
しょう

「元気な街には 元気な主張を続け 元気に行動する市民がいる」をスローガ
ンに活動しています

震災語り
部
出張講話
承ります

3・11あの日を語り継ぐ
相馬市では視察ポイントで地元の語り部から震災の体験談を聞
くことができます。また、相馬市観光協会職員及び相馬復興ご案
内処職員が被災地の現状と復興に向けた取り組みを案内します。
口】相馬市観光協会
所】相馬市中村字北町55-1
（千客万来館内）
【電話番号】0244-35-3300
【所要時間】30〜150分
【受付時間】8:30〜17:00（応相談）
【休 日】12月28日〜1月3日
【窓
【住
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相馬市

齋川一郎さん

金】2,000円（出張の際は交通費・宿
泊費を負担頂きます）
【受入人数】10名以上（応相談）
【出 張】可
【駐車場】無料 大型バス駐車場有り
【交 通】常磐自動車道相馬ICから車
で約5分
【料

五十嵐ひで子さん

震災後の避難生活や
仮設住宅の生活について語る

除染のための社団法人を設立し、一日も早い除
染完了を目指し活動しています。故郷の復興に
貢献しながら、自分の体験を正しく語り継ぐた
め、依頼があれば出張も可能です。

長期にわたる避難生活や、その後、移り住んだ
仮設住宅での防犯活動をはじめ、一時帰宅で
大熊町に戻った際の状況や感じたことを、あり
のままに聞くことができます。

齋藤盛男さん

【窓 口】はらまち除染テクノ
【住 所】南相馬市原町区大甕字林崎194-8
【電話番号】0244-24-0816
【所要時間】30〜90分
【受付時間】9:00〜17:00
【休 日】
日曜

大熊町役場OB

32 南相馬市
除染の進捗状況をありのままに話します

【料 金】30分／3,000円 60分／5,000円

【受入人数】お問合せください
現在受入しておりません
【出 張】可

【駐車場】無料 大型バス駐車場有り
【交 通】JR原ノ町駅から車で約10分、常磐自
動車道南相馬ICから車で約20分

34 いわき市

自分の命は自分で守る、防災の基本を伝え
ます

【窓 口】大熊町役場いわき出張所
産業建設課
【電話番号】0246-36-5671
【所要時間】お問合せください
【受付時間】お問合せください
【休 日】お問合せください

33 会津若松市
避難生活の体験と支援への感謝を伝えます

【料 金】30分／3,000円
60分／5,000円
【受入人数】お問合せください
【出 張】出張のみ対応
※駐車場・交通については講演会場所により
異なります。各講演場所へお問合せください

大谷さんはいわき市の津波被害が最大だった
薄磯海岸に住んでおり、今まで経験したことの
ない津波被害に遭いました。自分が経験したこ
とを次の世代に伝えることで少しでも犠牲者を
減らせるのなら自分が生かされた意味があると
防災意識の大切さを教訓として話します。

東日本大震災をはじめとした災害事例を取り上
げつつ、災害に対する日頃の備えや避難方法、
被災時の対処要領について聞くことができま
す。

福島県災害対策課

大谷慶一さん

【休 日】お問合せください
【料 金】60分／5,000円
【受入人数】お問合せください
【出 張】可

コットン畑で
農作業ボランティア

平和の象徴 オリーブが
もたらす広野町の復興

塩害に強いコットンの栽培をはじめ、種まき・収
穫作業などのボランティアを受け入れています。
ほかにも収穫したコットンを使用した人形作り
や被災地の視察ガイドもしています。

オリーブをみかんに並ぶ広野町の新たなシンボルとして、農業や自然の
再生と町おこしに取り組んでいます。二ツ沼総合公園でオリーブの植樹と
維持管理を行い、公園のシンボルである風車とオリーブのコントラストが
地中海を思い描かせます。震災で疲弊した町民にオリーブの花言葉『平
和』
『知恵』で復興への希望を持たせたいという思いで活動しています。

ひろのオリーブ村

【窓 口】小名浜地区復興支援ボランティア
センター（NPO法人ザ・ピープル）
【住 所】いわき市小名浜君ヶ塚町13-6
【電話番号】0246-92-4298
【所要時間】60〜180分
【受付時間】10:00〜16:30
【休 日】水・日・祝日
（お問合せください）

35 福島県全域

教育旅行では、学校の要望に基づき、児童
生徒さんにあわせた内容を準備致します

【窓 口】福島県災害対策課
【電話番号】024-521-7194 ※1ヵ月前まで要予約
【所要時間】約60分
【受付時間】9:00〜20:00
【休 日】土・日・祝日
（調整により対応）
【料 金】講演無料
【受入人数】10名〜

田んぼのパートナー制度・
震災後の米栽培を通した
復興と今を案内

新しい生産拠点で守る伝統の技

飯舘村で農作物の品種改良に励み、全国に普
及する活動に取り組んでいます。避難中の今も
取り組んでいる活動や、原発事故からの復興に
おいて教育の重要性を聞くことができます。

伝統を守るため事業再開を目指し、新たな工房を二本松市に
オープン。手びねり体験や絵付け体験ができます。また、現在
までの歩みや今後の展望などを聞くことができます。

大堀相馬焼協同組合
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飯舘村

【受入人数】お問合せください
【出 張】出張のみ対応
※駐車場・交通については講演会場所により
異なります。各講演場所へお問合せください

【窓 口】ひろのオリーブ村事務局
【住 所】広野町大字下北迫字下大吹17-2
【電話番号】080-1835-1684（佐藤）
090-9032-0738（馬上）
【所要時間】お問合せください
【受付時間】9:30〜16:00（公共用地のため、
職員のいる時間帯）

「東北に春を告げる町」の平和の象徴オ
リーブ

【休 日】お問合せください
【受入人数】約30名
【出 張】県内に限る
（お問合せください）
【駐車場】大型バス駐車場有り
（事前に電話連絡ください）
【交 通】常磐自動車道広野ICから車で約15分

桜の植樹による復興支援と
原発被災地の現状を伝える
NPO法人ハッピーロードネット

天栄米栽培研究会

震災前3年間と震災後の5年間、米食
味分析鑑定コンクールにおいて最高
賞の金賞を受賞しました。震災後の取
り組みや復興の様子を、生産者と田ん
ぼでの交流を通して案内しています。
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理事長

【窓 口】天栄米栽培研究会
【住 所】天栄村大字下松本字原畑78 天栄村役場内
【電話番号】0248-82-2117
※1ヶ月前までに要予約
【所要時間】120〜180分
【受付時間】8:30〜17:15
【休 日】土・日・祝日、年末年始

【窓 口】陶芸の杜おおぼり二本松工房
【住 所】二本松市小沢字原115-25
【電話番号】0243-24-8812 ※要予約
【所要時間】30〜60分
【受付時間】10:00〜16:00
【休 日】火曜

センター長 松本 光雄さん

37 二本松市

【料 金】手びねり体験 500g1,620円、絵付け体験 お問合
せください、講話30分／3,000円 60分／5,000円
※陶芸教室と併せた場合は無料
【受入人数】1〜70名
【出 張】お問合せください
【駐車場】無料 大型バス駐車場有り
【交 通】JR安達駅から車で約7分、東北自動車道二本松ICから車で約20分

【料 金】お問合せください
【受入人数】お問合せください
【出 張】可
【駐車場】無料 大型バス駐車場有り
【交 通】JR鏡石駅から車で約20分、
東北自動車道白河ICから車で約40分

復興のシンボル・希望の証となるよう、国道
6号等へ桜の植樹を行う「ふくしま浜街道桜
プロジェクト」に取り組んでいます。桜の木
が原発事故の語り部となり、風評被害払拭
へ向けた取り組みとして、勉強会や被災地
見学など現状を伝える活動も行っています。

【窓 口】南相馬市ボランティア活動センター
【住 所】南相馬市小高区本町2-57（小松屋旅館別館）
【電話番号】0244-26-8934
※3・4日前までに申し込み
（プチボランティアは約180分）
【所要時間】1日
【休 日】
月・火曜定休、その他不定期に休日
有り、お問合せください
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広野町

子ども達に未来は明るいと感じさせることが大人の役割
であり、今のまま引き継ぐことのないよう活動しています

【窓 口】NPO法人ハッピーロードネット
【住 所】広野町広洋台2-1-5
【電話番号】0240-23-6172（FAX.0240-23-6171）
【E-mail】oﬃce@happyroad.net
【所要時間】お問合せください
【受付時間】9:00〜17:00
【休 日】お問合せください

できる人が、できる時に、
できる事をする

42 南相馬市

小野田利治さん

天栄村

稲作ボランティアも受入れています。現場は常に切磋琢磨
していますが、
どんなときでも笑顔で真摯に活動しています

【出 張】可
※会場については各団体様にてご用意ください
※【参考資料】福島県HP
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/1602
5b/bousaidemaekouza.html
※駐車場・交通については講演会場所により
異なります。各講演場所へお問合せください

菅野元一さん

震災時、農業高校校長として対応した経験
を伝える活動もしています

耕作放棄地を活用するふくしまオーガ
ニックコットンプロジェクト

【料 金】資料代等がかかります
【受入人数】お問合せください
【出 張】可
【駐車場】お問合せください
【交 通】JR泉駅から車で約12分、
常磐自動車道いわき湯本ICから車で約24分
※詳細はお問合せください

出張体験・講話

飯舘村
オリジナル品種を全国へ

広野町

田澤憲郎さん

災害に備えるための
防災出前講座

【窓 口】いわき復興支援・観光案内所
【電話番号】0246-80-2051
【所要時間】約60分（時間お問合せください）
【受付時間】お問合せください

【窓 口】ふくしま観光復興支援センター
【電話番号】024-525-4024
【所要時間】60分〜
【受付時間】10:00〜17:00
【休 日】お問合せください
【料 金】60分／5,000円

立谷耕一さん

自分の命は自分で守る、
震災体験で得た防災の教訓
いわき語り部の会
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NPO法人ザ・ピープル

南相馬市で
除染活動と雇用創出
はらまち除染テクノ

38 いわき市

【料 金】お問合せください
【受入人数】お問合せください
【出 張】お問合せください
【駐車場】お問合せください
【交 通】
【事務局】
JR木戸駅から車で約5分、
常磐自動車道広野ICから車で約5分

これからのために、
今できること

南相馬市ボランティア活動センター
（運営：NPO法人災害復興支援ボランティアネット）

南相馬市社会福祉協議会南相馬市
災害復旧復興ボランティアセンター

瓦礫撤去や側溝泥出し、草刈りなど
の作業を行い、住民の笑顔を取り戻
すために活動しています。日本の復
興に向けてともに活動する方を募集
しています。

震災・原発事故の被害による個人宅の片づ
け、屋内外の清掃やゴミの分別・搬出、草刈
りなどを行います。
この地域が力を取り戻し
立ち直っていくために、参加出来る方を募
集しています。

【受入人数】お問合せください
【出 張】可
【駐車場】無料 大型バス駐車場有り
【交 通】常磐自動車道南相馬ICから車で約30分
【ボランティア内容】がれき撤去、側溝の泥出し、
草刈り、被災家屋の清掃など
※ホームページ http://v-home.net

43 南相馬市

【窓 口】南相馬市社会福祉協議会南相馬市
災害復旧復興ボランティアセンター
【住 所】南相馬市小高区飯崎字北原125
小高就業改善センター内
【電話番号】0244-26-7820
【所要時間】活動内容により異なる
【受付時間】9:00〜17:00（受付8:45〜）
【休 日】火曜

【受入人数】団体の場合、1グループ25名以内を

希望（お問合せください）
現在受入しておりません
【出 張】可

【駐車場】無料 大型バス駐車場有り
※基本的に自家用車で、車でない方は乗り合
わせをお願いししております
※人数を把握し依頼者と日程を調整するため、参加
される場合は事前に電話にてお知らせください

※掲載している料金は税込み価格ですが詳しくはお問合せください。
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震災から生まれた
新しい取り組み

再生可能
エネルギー

ロボット産業

未来のロボット開発
株式会社菊池製作所 福島工場
菊池製作所は原発事故後も飯舘村にて
事業を継続して行ってきました。社員の
ほとんどが、避難先から通勤しています。
現在は、大学との連携を図り、ロボット開
発に力を入れています。特に医療、介護、
災害対応ロボットの研究開発を強化し、
幅広い分野への活用を目指しています。

バーチャルリアリティシステムと
遠隔操作機器の開発・実証試験施設
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 楢葉遠隔技術開発センター
東京電力HD㈱福島第一原子力発電所の廃止措置推進のために
遠隔操作機器（ロボット等）の開発・実証試験を行う施設です。幅広
い専門分野の研究者･技術者が知見を持ち寄り遠隔技術の研究開
発が行える拠点として運営していく予定です。

45
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楢葉町

【窓 口】
楢葉遠隔技術開発センター
【住 所】
楢葉町大字山田岡字
仲丸1-22
【電話番号】0240-26-1040
【受付時間】9:00〜17:30
【休 日】土・日・祝日、
国民の休日、
年末年始等

漁船に乗って視察する
洋上風力発電見学ツアー
及川造船所

釣り船「及川丸」に乗船し、楢葉町・富岡
町の沖合約30km先にある洋上風力発
電設備を見学する、
「洋上風力発電見学
ツアー」を実施しています。コースは富
岡コース・波立コースを設定しており、要
望に応じて対応することが出来ます。

太陽光発電の最先端を体験学習
福島空港メガソーラー
福島空港北発電所、ソーラーパーク、福
島空港南発電所、追尾式太陽光発電シ
ステムの4つの発電施設があり、体験学
習の場を提供します。
ソーラーパークには30種類の太陽光パ
ネルがあり、再生可能エネルギー先駆け
としてのモデル発電所です。

48 いわき市
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菊池製作所は、
日本有数の「総合ものづくり企業」
です

風車の羽根は高さ62m、最も高い先端は海面から約150m

福島空港のすぐ脇に4つの発電施設があります

【窓 口】㈱菊池製作所 福島工場
【住 所】飯舘村草野字向押25-1
【電話番号】0244-42-0913
【所要時間】約60分
【受付時間】8:30〜17:30
【休 日】土・日・祝日、年末年始
【料 金】無料

【窓
【住

飯舘村
【受入人数】約30名
【出 張】不可
【駐車場】無料 大型バス駐車場有り
【交 通】JR福島駅から車で約60分、
東北自動車道福島松川スマートIC
から車で約50分（南相馬市から車
で約30分）

東京電力HD㈱福島第一原子力発電所の原子炉建屋内は放射能レベルがとても高く、人間が
入って作業することが容易ではありません。そのため、同原子炉の廃炉作業を推進するため
には、遠隔で操作できる機器や装置を開発する必要があります。楢葉遠隔技術開発センター
は、遠隔操作機器･装置の開発･実証試験施設として、
また研究開発を通した人材育成の場と
して利用することができます。なお、施設見学を希望される場合は、施設の利用状況により対
応も可能ですので、窓口まで連絡願います。

口】㈲及川造船所
所】いわき市久之浜町久之浜
字館ノ山7
【電話番号】0246-82-4008
片道約60分、往復120分
【所要時間】
〜150分
【休 日】不定休

【料 金】60,000円
【受入人数】約12名
【駐車場】無料 大型バス駐車場有り
【交 通】JR久ノ浜駅から車で約5分、
常磐自動車道いわき四倉ICから車
で約15分

土湯温泉バイナリー発電

安全・復興

NPO法人土湯温泉観光まちづくり協議会

玉川村

口】福島発電㈱
所】福島市中町5-21
福島県消防会館3階
【福島空港メガソーラー】
玉川村北須釜はばき田21
【電話番号】024-522-2660
【所要時間】20分〜60分（お問合せください）
【受付時間】9:00〜17:00
【窓
【住

福島から発信する再生可能エネルギーの先進技術
国立研究開発法人産業技術総合研究所 福島再生可能エネルギー研究所

©AIST

再生可能エネルギー（太陽光、地熱、風力など）に関する研究開発拠点です。
見学スペースでは、研究内容を紹介する模型やパネル、屋上展望台からは太
陽電池パネルや風力発電設備などを備えた実証フィールドを見学できます。

豊富に湧き出る130℃の温泉蒸気と熱水を利用しバイナリー発電を行って
います。温泉熱を活用したミラクルフルーツ栽培やフグやウナギの陸上養殖
など新しい取り組みをご覧いただき、地熱エネルギーについて説明します。

除染、放射線に関する最新情報を知る

「相双の復興は港から」相馬港、松川浦漁港等の復旧工事

環境再生プラザ

福島県相馬港湾建設事務所

除染についての進捗状況や基礎知識、専門的なサポート情報を大
型モニターや模型、体験コーナーなど、わかりやすい展示で学べる
ほか、疑問・質問に常駐のスタッフが対応します。除染や放射線に
関する電話でのご相談も受付けております。

地域産業の復興を支援する重要港湾相馬港や松川浦漁港等の復
旧を通して、復興に向けた取組みを説明します。また、海岸堤防の
復旧・整備により港周辺の地域を津波から守る「安全なまちづく
り」への取組みも見ることができます。

【窓 口】土湯温泉観光協会
【料 金】1,500円（案内人代、保険料、
【住 所】福島市土湯温泉町字上ノ町1
材料費、資料代、入場料込み）
【電話番号】024-595-2217
【受入人数】4〜25名
※ご希望日の3日前までに要予約 【出 張】不可
福島市
【所要時間】120〜150分
【駐車場】無料 大型バス駐車場なし
【交 通】JR福島駅から車で約40分、東北自
【受付時間】8:30〜17:30
温泉たまご作りや蒸し芋作りなども
【休 日】12月1日〜3月31日※積雪の為冬季閉鎖
動車道福島西ICから車で約15分
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体験できます

農

【休 日】お問合せください
【料 金】無料
【受入人数】お問合せください（大人数対応可）
【出 張】お問合せください
【駐車場】無料 大型バス駐車場有り
（福島空港駐車場）
【交 通】JR須賀川駅から車で約30分、
東北自動車道須賀川ICから車で約20分

【窓 口】福島再生可能エネルギー研究所 【受入人数】1〜30名
【住 所】郡山市待池台2-2-9
【出 張】不可
【電話番号】024-963-0814
【駐車場】無料 大型バス駐車場有り
郡山市
【交 通】JR郡山駅から車で約25分、東北
【所要時間】約90分
【受付時間】13:30〜15:00
自動車道郡山ICから車で約10分
環境にやさしい再生可能エネルギーを
【休 日】土・日・祝日、年末年始 ※2週間以上前に以下のURLより予約申込みください
無駄なく大量に利用するための研究に
https://www.aist.go.jp/fukushima/ja/kengaku/index.html
【料 金】無料
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ついてわかりやすく学ぶことができます

福島の復興を担う人材育成の取り組み

業

南相馬ソーラー・アグリパーク

500kWの太陽光発電所と2棟の植物工場を舞台に、再生可能エネル
ギーをテーマとした体験学習によって、小中学生から高校・大学生の人
材育成に取り組む「南相馬ソーラー・アグリパーク」をご案内します。
【窓 口】㈳あすびと福島
【休 日】不定休
【住 所】本部:南相馬市原町区 【案内料】資料代を含めて1,000円/1名
【受入人数】1〜100名
泉字前向15
【電話番号】本部:0244-26-5623 【駐車場】無料 大型バス駐車場有り
南相馬市
東京事務所:03-3456-0407 【交 通】JR原ノ町駅から車で約
【所要時間】約60分（希望に応じて調整可）
10分、常磐自動車道南
本物の太陽光発電所の中で高校生
【受付時間】9:00〜17:30
相馬ICから車で約20分
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たちが体験学習
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福島市

原発事故後、福島県では環境や食の安全、安心確保への取組みを積極的に発信しており、
除染・放射線に関する正しい情報や知識を学ぶことができます

【窓 口】環境再生プラザ
【住 所】福島市栄町1-31 1階
【電話番号】024-529-5668
【所要時間】60~90分（館内展示見学含む）
【受付時間】10:00〜17:00
【休 日】
月曜 ※祝日の場合は翌日
【料 金】無料
【受入人数】最大45名

【出 張】可（お問合せください）
【駐車場】なし（停駐車お問合せください）
【交 通】JR福島駅から徒歩約5分、東北自
動車道福島西ICから車で約15分
※団体の見学と専門家派遣依頼の場合、2週間前
までに要予約（急な場合はご相談ください）
※アドバイザーによる講習を希望の場
合は要予約

川内村の復興のシンボル

相馬市

岸壁が復旧した松川浦漁港

口】相馬港湾建設事務所
企画管理課
【住 所】相馬市原釜字大津183
【電話番号】0244-26-8812
※予約は事前にお問合せ願います
【所要時間】30〜90分
【受付時間】9:00〜16:00
【窓

安心・安全な農業の推進

KiMiDoRi

【休 日】お問合せください
【料 金】無料
【受入人数】10〜50名
【出 張】お問合せください
【駐車場】お問合せください
【交 通】常磐自動車道相馬ICから車
で約15分

復興に向けた一歩として「川内高原農産物栽培工場」が建設され、
新しい農業ビジネスの先駆者となるべく、新鮮な野菜を県内各地へ
届けています。設立時から現在までの話を聞くことができます。
【窓 口】KiMiDoRi
【住 所】川内村大字下川内字松川原11
【電話番号】0240-25-8684 ※事前要予約
【所要時間】30〜60分
川内村
【受付時間】10:00〜17:00
野菜の苗に蛍光灯とLED照明を照 【休 日】
無休
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射し、光合成を促す仕組み

【料 金】資料代500円／1名（お土産野菜付き）
【受入人数】5〜30名
【出 張】不可
【駐車場】無料 大型バス駐車場有り
【交 通】JR神俣駅から車で約40分、磐越自
動車道船引三春ICから車で約75分

福島県農業総合センター

施設の案内や農林水産物の放射性物質のモニタリング検査を行う分析室
の見学、モニタリング検査の取り組みについて説明を聞くことができます。
【窓 口】福島県農業総合センター 企画技術科 【出 張】不可
【住 所】郡山市日和田町高倉字下中道116 【駐車場】無料 大型バス駐車場有り
【電話番号】024-958-1700
【交 通】JR郡山駅から車で約20分、東北
【視察見学コース】約60分
【所要時間】
自動車道本宮ICから車で約10分
【研究員対応コース】調整可能 ※10日前までにHPより視察見学申請書をダ
郡山市
【受付時間】9:00〜16:30
ウンロートし、申請してください。その他施
【休 日】土・日・祝日、年末年始
設利用の場合も同様に申請してください
開放施設等を活用して、農業の魅 【料 金】
http://www.pref.fukushima.l
無料
力や重要性を伝えていきます
g.jp/w4/nougyou-centre/
【受入人数】2名〜
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※掲載している料金は税込み価格ですが詳しくはお問合せください。
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震災学習・
視察コース

A 小川・遠野地区

B 四倉・久之浜地区

風評被害を乗り越え
有機野菜を作り続ける。
美味しい野菜の収穫体験

震災の教訓から造られた
津波避難ビルの見学と
語り部による防災学習

ファーム白石

「見せる課」
と農家がタッグを組み、風評被害払
拭のため様々な活動をしています

【窓 口】
ファーム白石
【住 所】いわき市小川町下小川字味噌野16
【電話番号】080-2810-4033 ※1週間前までに要予約
【所要時間】60分〜
【受付時間】9:00〜20:00
【休 日】不定休
【料 金】お問合せください

ファーム白石見学風景

金澤翔子美術館

ダウン症の天才書道家・金澤翔子の日本初の常設
美術館です。東日本大震災からの復興を願って書か
れた「共に生きる」
「希望光」をはじめ、翔子が思い
を込め渾身の力で書く作品が集められています。事
前予約で作品についての案内ガイドを行います。

平
田
西
IC

石川
母畑ＩＣ

【窓 口】金澤翔子美術館
【住 所】いわき市遠野町根岸字横道71
【電話番号】0246-89-2766
【所要時間】作品案内ガイド30分〜
【受付時間】10:00〜16:00（入場は15:30まで）
【休 日】火・水曜（祝日の場合はその翌日）、
年末年始（12月27日〜1月1日）

349

日帰りコース
（モデルプラン）

石川町

C

59

D

いわき語り部の会
・塩屋埼灯台

（移動時間約40 分）

B

57

②いわき・ら・ら・ミュウ

16

久ノ浜駅

草野駅

線
植田駅

いわき
勿来ＩＣ
勿来駅

至水戸

新鮮野菜やお土産いっぱいの直売所や
ビュッフェレストランがあり、農業や食の
大切さを楽しく学べます。

金】800円、20名以上600円、小学生未満無料
※障がい者の方は400円（障がい者手帳を提示）
【受入人数】お問合せください
【出 張】不可
【駐車場】無料 大型バス駐車場有り
【交 通】JR湯本駅から車で約20分、
常磐自動車道いわき湯本ICから車で約15分

【窓 口】㈱ワンダーファーム 営業推進部
【住 所】いわき市四倉町中島字広町1
【電話番号】0246-38-8851
自由見学
【所要時間】
【森のマルシェ】夏期（4〜11月）9:00〜18:00、
【受付時間】
冬期（12〜3月）9:00〜17:00【森のキッチン】
ランチ11:00〜15:00、ディナー17:00〜21:00
【休 日】
【森のマルシェ】不定休、年末年始
【森のキッチン】水曜、年末年始

58 いわき市
2016年春〜秋にかけトマトジュース等の工場や
収穫体験ができるトマトハウスがOPEN

【レストラン通常料金】大人／ランチ
【料 金】入場料無料、
1,500円（税別）、ディナー2,300円（税別）、子ども
／ランチ800円（税別）、ディナー1,100円（税別）、
その他シニア・キッズ料金有（お問合せください）
【受入人数】お問合せください
【出 張】不可
【駐車場】無料 大型バス駐車場有り
【交 通】JR四ツ倉駅から車で約10分、
常磐自動車道いわき四倉IC降りてすぐ

（移動時間約50分）
（移動時間約30分）

再オープンした商業施設の歩み

いわき復興視察と語り部の講話
（塩屋埼灯台）

いわき・ら・ら・ミュウ

【窓 口】㈱いわき市観光物産セ
ンター
【住 所】いわき市小名浜字辰巳町43-1
【電話番号】0246-92-3701
※お問合せください
【所要時間】約30分
【受付時間】9:00〜18:00
（予約制、2週間前）

【休 日】不定休
【料 金】無料
【受入人数】最大100名
【出 張】不可
【駐車場】無料 大型バス駐車場有り
【交 通】常磐自動車道いわき湯
本ICから車で約20分

D

内郷駅

59 いわき市
株式会社 いわき市観光物産センター
参事 大平 三二彦さん

常
磐

泉駅

6

61

60 いわき市

C

小名浜港

60

【窓 口】福島県水産海洋研究センター
【住 所】いわき市小名浜字横町
35（仮庁舎）
【電話番号】0246-54-3152 ※要予約
【所要時間】40〜60分
【受付時間】8:30〜17:15
【休 日】土・日・祝日
【料 金】無料

【受入人数】最大50名
【出 張】お問合せください（いわき市
内であれば可能な限り対応）
【駐車場】無料 大型バス駐車場有り
【交 通】JR泉駅から車で約20分、常磐
自動車道いわき湯本ICから
車で約20分、常磐自動車道い
わき勿来ICから車で約25分

水族館再生の過程で得られた教訓や防災について学ぶ

環境水族館アクアマリンふくしま

「震災復興プログラム」では、東日本大震災時のアクアマリンふくしま
の状況や復興までの道のり、防災に関する教育について紹介します。

いわき市
周辺地図

いわき語り部の会

水産物中に含まれる放射性物質のモニタリング経過や試験
操業等、漁業の現状について話を聞くことが出来ます。

62

59

62 いわき市

福島県水産海洋研究センター

薄磯豊間海岸

【窓 口】環境水族館アクアマリ
ンふくしま
【住 所】いわき市小名浜字辰巳町50
【電話番号】0246-73-2525
【受講時間】約40分
【所要時間】
（見学時間含まず）
【受付時間】9:00〜17:30（冬期12/1〜
3/20は9:00〜17:00）※入館
は、閉館時間の60分前まで

【休 日】無休
【料 金】学校団体については減免制
度あり※入館料免除申請書
の事前提出が必要、HP参照
【受入人数】10〜200名
【出 張】不可
【駐車場】無料 大型バス駐車場有り
【交 通】JR泉駅から車で約15分、常磐自動
車道いわき湯本ICから車で約20分

（移動時間約40分）

D 薄磯豊間海岸

福島県の漁業の現状を知る

いわき
JCT

湯本駅

常
磐
自
動
車
道

289

分
︶

ご案内の依頼窓口
【依頼窓口】いわき復興支援・観光案内所
※語り部の同行が受入条件
【電話番号】0246-80-2051（窓口）
【所要時間】約60分 【受付時間】9:30〜17:30
【料 金】5,000円 【受入人数】お問合せください

WONDER FARM -ワンダーファーム-

復興への歩みについて話を聞くことができ、
「ライブいわき
ミュウじあむ」
では写真や映像の展示も行っております。

58

いわき駅

いわき湯本ＩＣ

③いわき語り部の会・塩屋埼灯台

矢祭町

いわき
四倉ＩＣ

57

赤井駅

56

③いわき・ら・ら・ミュウ
349
①久之浜大久支所ふれあい館

B

四倉PA

いわき
中央ＩＣ

湯ノ岳PA

289
①いわき語り部の会・塩屋埼灯台

五感を耕す。
農と食の体験ファーム

【料

C 小名浜港

いわき市

１ 鮫川村
班 ②いわき語り部の会・塩屋埼灯台
③久之浜大久支所ふれあい館

３
班

四倉・久之浜地区

四ッ倉駅

分
︶

②久之浜大久支所ふれあい館

末続駅

小川郷駅

古殿町
50

①いわき・ら・ら・ミュウ

塙町

A

いわき
三和ＩＣ

例えば…（3班で別行動の場合）

２
班

磐
越
東
線

55

久之浜大久支所
ふれあい館

︵
移
動
時
間
約

いわき市遠野の自然豊かな地に金澤翔子美術
館があります

（移動時間約30分）

江田駅

小川・遠野地区

︵
移
動
時
間
約

【住 所】いわき市久之浜町久之浜字中町32
【休 日】お問合せください
【駐車場】無料 大型バス駐車場有り
【交 通】JR久之浜駅から徒歩約5分、常磐自動
車道いわき四倉ICから車で約10分

広野駅

399

いわき・ら・ら・ミュウ

（移動時間約20 分）

62

49

東日本大震災により甚大な被害を受けた久之浜・大久地区において、震災の教訓を踏ま
えて建設した地域住民等が緊急避難することができる津波避難ビルです。施設内には、
防災まちづくり資料室があり、語り部が震災の経験や教訓を伝え、防災学習を行います。

30
56 いわき市

いわき市地域防災交流センター
久之浜大久支所ふれあい館

広野町

川前駅

磐
越
自
差塩PA
動
車
道

平田村

津波被害の教訓をいかし、防災対策が施されています

【受入人数】人数1名〜、時期により異なります
のでお問合せください
【出 張】可
【駐車場】無料 大型バスお問合せください
【交 通】JRいわき駅から車で約20分、常磐自
動車道いわき四倉ICから車で約25分
※随時詳細についてはお問合せください

東日本の復興を願って
「共に生きる」
「希望光」

玉川村

57 いわき市

風評被害の生産危機を乗り越え、震災前
にも増して美味しい有機野菜を生産。食
育も兼ねた収穫体験ができます。

55 いわき市

61 いわき市
黒潮の流域と親潮の流域を再現した潮目の大
水槽は、2,050 t で東北最大!!

︵
移
動
時
間
約

20
分
︶

大河内 喜男 語り部

大きな津波被害を受けた薄磯・
豊 間 海 岸 。メディアを 通して
知っていることと、実際に来て・
観て・学び、わかることは違いま
す。語り部が震災時の様子を現
地にて説明・講話します。
（塩屋埼灯台は近くにあり、登上
もできます。
）
≪語り部依頼≫
【窓 口】いわき復興支援・
観光案内所
【電話番号】0246-80-2051
【所要時間】約60分の講話
（時間お問合せください）
【受付時間】9:30〜17:30
【休 日】お問合せください
【料 金】60分／5,000円
【受入人数】お問合せください
【出 張】可（ただし対応できる
語り部は少人数）
【駐車場】無料 大型バス駐車場有り
※薄磯海岸の塩屋埼灯台下駐車場
にて待ち合わせ

≪塩屋埼灯台≫
【住 所】いわき市平薄磯字宿
崎34
【電話番号】塩屋埼灯台燈光会
0246-39-3924
【受付時間】8:30〜16:00
（最終入場15:30）
【休 日】無休
【料 金】中学生以上200円、
小学生以下無料
【交 通】JRいわき駅から車で約
30分

※掲載している料金は税込み価格ですが詳しくはお問合せください。

17

果樹産地の再生と振興に取り組む研究所の視察

震災学習・
視察コース

津波体験と教訓、そして確かな復興への
歩みを知る、相馬市復興視察

福島県農業総合センター果樹研究所

63

福島市

原発事故後の早急な調査研究の着手に
より、放射性物質汚染対策を取ることが
できた経緯や風評への対応の他、省力・
低コスト・高生産性栽培技術及び新たな
病害虫防除法など、本県の果樹農家が抱
えている問題に対する新技術の開発につ
いて話を聞くことができます。

相馬市観光協会

茂庭っ湖
国
見
ＩＣ

399

作業の単純化・簡易化・軽労化の研究を進めています

【窓 口】ふくしま観光復興支援センター
視察予定日の1週間以上前にお申
し込みください
海外からの視察（特に各国の新品
種を保護するUPOV91年条約に未
加盟の国からの視察）は、種苗保護
の観点から生育期（４月〜11月）の
間、お断りさせていただきます
【住 所】福島市飯坂町平野字檀の東1
（福島県農業総合センター果樹研究所）

【電話番号】024-525-4024
【所要時間】60〜90分
【受付時間】毎週火・木曜9:00〜17:00
（ただし、休日である場合には視察
日としません）
【料 金】無料
【受入人数】バス1台程度、お問合せください
【駐車場】無料 大型バス駐車場有り
【交 通】JR福島駅から車で約20分、東北自動
車道福島飯坂ICから車で約5分

およそ100年営む果樹農家。放射性物質への
対応や農家の現状、取り組みを聞く

福島
飯坂ＩＣ

山 形新
幹線
庭
奥羽 本
線 坂

64

【窓 口】
あんざい果樹園
【住 所】福島市町庭坂字原ノ内14
【電話番号】024-591-1064
【所要時間】30〜60分
【受付時間】お問合せください
【休 日】お問合せください

66
64

福島市

広大な敷地に桃や梨、
リンゴなどを栽培しています

【料 金】お問合せください
【受入人数】バス1台程度、お問合せください
【駐車場】無料 大型バス駐車場なし
【交 通】JR福島駅から車で約20分、東北自
動車道福島西ICから車で約15分

駅

赤岩駅

あんざい果樹園
原発事故があった年、全ての果樹を高圧
水で除染し、表土の除染を手作業で行
い、2012年には前年の10分の1程度まで
数値を下げることができました。果物の
検査は行政にだけでなく、民間会社へも
依頼し、数値を示して販売してきました。
事故や風評に負けず、前向きかつ誠実に
頑張る農園主の話を聞くことができます。

63

13

65

吾妻
PA 笹木野駅

福島西ＩＣ

東
福島市 北
115
自
動
福島松川PA 車
福島松川スマートＩＣ道
（ETC専用）

東福島駅

4

南福島駅
金谷川駅

114

松川駅

昭和62年創業。顔が見える関係で
安心な牛乳を届けている牧場の視察
有限会社 ささき牛乳

【窓 口】㈲ささき牛乳
【住 所】福島市佐原字入佐原50-1
【電話番号】070-5473-8372
【所要時間】30〜60分
【受付時間】9:00〜17:00
【休 日】お問合せください

113

67

二
本

南相馬鹿島SA

南相馬鹿島
スマートＩＣ
（ETC専用）

川俣町

本
宮
駅

吾妻わさびソフトクリームが人気です

三
春
駅

三
舞木駅 春
町

郡山駅

食の安全と農業の再生を学ぶコース
福島駅を起点とし、福島市の名産くだものの安全と果樹農家の取組みや
直売所、牛乳の生産から販売まで一貫して行っている取組みを見て再生
を学ぶ
福島駅

63 福島県農業総合センター果樹研究所
64 あんざい果樹園

【料 金】お問合せください
【受入人数】バス1台程度、お問合せください
【駐車場】無料 大型バス駐車場なし
【交 通】JR福島駅から車で約20分、東北自
動車道福島西ICから車で約15分

65 JAふくしま未来農産物直売所ここら吾妻店

（約30分）

15：00〜16：00（60分）

66 有限会社 ささき牛乳

（約30分）

16：30

福島駅

小高駅

459

桃内駅

五百川駅

須賀川駅

13：30〜14：30（60分）

磐城
太田駅

本宮市

（約30分）

福島市

常

114

谷田川駅

浪江ＩＣ

葛尾村

399

要田駅

浪江駅

浪江町

ボランティアガイドが今の南相馬を案内します
一般社団法人南相馬観光協会（野馬追通り銘醸館）
南相馬市では震災後、
被害の状況や自らの体
験を踏まえ復興が進む
南相馬市内をバスに乗
車して案内しています。
また、当時の様子だけ
でなく国の重要無形民
俗文化財である相馬野
馬追などの伝統行事や
史跡についてもわかり
やすく説明します。

68 南相馬市

ボランティアガイドの安部あき子さん（左手前）

船引駅

船引
三春ＩＣ

双葉町
磐城常葉駅

阿武隈高原
SA

田村市

288

大越駅

双葉駅

大野駅
大熊町

常磐富岡ＩＣ
富岡町

川内村

6
夜ノ森駅

【窓 口】
（一社）南相馬観光協会
【住 所】南相馬市原町区本町2-52
【電話番号】0244-22-2114
※原則2週間前までに予約
【所要時間】120〜180分
【受付時間】9:00〜17:00
【休 日】お問合せください
【料 金】無料

【受入人数】1名〜
【出 張】お問合せください
【駐車場】無料 大型バス駐車場有り
【交 通】JR原ノ町駅から徒歩約15分、常磐自動
車道南相馬ICから車で約10分
※野馬追通り銘醸館では甲冑着付け体験も
できます

富岡駅

神俣駅
ならはPA

小野町 小野ＩＣ

津波・震災からの復興の現状を視察し、防災を考える
相馬コース
仙台駅から相馬市、福島市
に入るコース。相馬市で復
興が進む現地を視察し、福
島県危機管理センターで
防災講座を行います。

（約30分）

66

南相馬市

東

菅谷駅

11：00〜13：00（120分）

6
原ノ町駅

南相馬ＩＣ

【料 金】無料
【受入人数】10名〜最大バス4台
【駐車場】無料 大型バス駐車場有り
【交 通】JR相馬駅から車で約5分、常磐自動車
道相馬ICから車で約5分

鹿島駅

68

磐
線

磐城守山駅

9：30〜10：30（60分）

飯舘村

399

東松 北
北 駅 新
幹
本
線
線

三春PA

9：00

日立木駅

相馬ＩＣ

114

相馬市

【窓 口】相馬市観光協会
【住 所】相馬市中村字北町55-1
（千客万来館内）
【電話番号】0244-35-3300
【所要時間】60〜180分
【受付時間】平日の8:30〜17:15
【休 日】お問合せください

相馬駅

115

69

67

駒ヶ嶺駅

相馬市伝承鎮魂祈念館では震災の写真や映像などが展示・上映されています

安達駅

（約30分）

牛の飼育から牛乳の配達まで一貫して行
うことで、お客様との顔が見える
「安心」を
築いています。地域とのつながりも大切
にしており、生産者とお客様が一緒に学
び生産現場を知ってもらう
「牧場見学会」
の開催や、ホームページでの放射性物質
検査結果の提供等の取り組みも行ってい
ます。また、併設のカフェでは、ソフトク
リームをはじめとした牧場ならではのメ
ニューを味わうことが出来ます。

新地ＩＣ

相馬市

松川駅

郡山
東ＩＣ

福島県

新地駅

349

仙台駅

放射性物質の「土壌の測定」
「吸収抑制対
策」
「農畜産物の測定」
「消費者等への情
報提供」
といったたくさんの対策・検査を
経て、常に安全な農作物を提供するよう
取り組んでおり、販売者の立場からの話
を聞くことが出来る。
【料 金】無料
【受入人数】バス1台程度、お問合せください
【駐車場】無料 大型バス駐車場有り
【交 通】JR福島駅から車で約20分、東北自動
車道福島西ICから車で約15分

金谷川駅

専用）

十分な検査を経たものが並んでいます

【窓 口】JAふくしま未来 福島地区本部 直販課
【住 所】福島市在庭坂字薬師田1-1
【電話番号】024-553-3657（窓口）
【所要時間】約15分
【受付時間】9:00〜17:00
【休 日】お問合せください

南福島駅

津波と原発事故の体験と教訓を風化させずに語り継ぐために、観光協会の職員が
被災地の現状と復興に向けた取組をバスに乗車して案内します。また、視察ポイ
ントでは、地元の語り部の話を聞くこともできます。

新地町

伊達市

4

東
北
自
動
車
ＩＣ道

二本松市

JAふくしま未来
農産物直売所 ここら吾妻店

阿
武
隈
急
行
349

福島駅

福島西ＩＣ

国見SA

保原駅

東福島駅

笹木野駅

福島駅

貝田駅

藤 国見町 梁
田
川
駅
駅
桑
折
駅

飯 桑折町
坂
温
泉伊達駅
駅

保原駅

様々な対策・検査を経て、
地元農家の野菜や果物を販売する直売所

福島市

国
見
ＩＣ

399

飯
坂
線

仙台空港

65

至槻木

飯坂ＩＣ

飯
坂
線

仙台空港

貝田駅

藤 国見町 梁
田
川
駅
駅
桑
折
駅

飯 桑折町
坂
温
泉伊達駅
駅

モデル
コース
至仙台
地図

仙台駅

至仙台

南相馬コース
仙台空港から南相馬市、福
島市に入るコース。南相馬
市は避難解除された小高区
などまちの再生を視察し、
福島県危機管理センターで
の防災講座を行います。

12：30

仙台駅

（約60分）

13：30〜14：30

67 相馬市観光協会

（約90分）

16：00〜17：00

69 福島県危機管理センター

ふくしまの防災を学ぶ

福島県危機管理センター

福島県は、災害発生時に迅速に災害対策本部を立ち上げ、初動対応に万全を期す
ため、県庁北庁舎内に「危機管理センター」を開所しました。防災意識を高めてい
ただくことを目的に映像やパネルを使用して自然災害に対する備えなど防災につ
いての学習の場として見学の受入を行っています。
また、様々なテーマから選択で
きる防災講座では、地震・津波災害の特性や、
日常で備えておくべき防災グッズな
どの準備、
また、東日本大震災の教訓として、福島県の被害の特性や復興の状況な
どを学ぶことができます。

（約30分）

17：30

飯坂温泉宿泊

10：30

仙台空港

（約60分）

11：30〜14：30

68 南相馬観光協会（昼食含む）

（約90分）

16：00〜17：00

69 福島県危機管理センター

（約30分）

17：30

土湯温泉宿泊

69

福島市

福島県庁北庁舎内に危機管理センターがあります

【窓 口】福島県 危機管理部 危機管理課
【住 所】福島市杉妻町2-16 北庁舎2、3階
【電話番号】024-521-8651
（見学コース）約20分
【所要時間】
（防災講座）約60分
※防災講座は1ヵ月前までに要予約
【受付時間】9:00〜16:00（12:00〜13:00を除く）

【休 日】土・日・祝日、年末年始
【料 金】無料
【受入人数】約60名
【出 張】可（防災出前講座）
【駐車場】無料 大型バス駐車場要相談
【交 通】JR福島駅から徒歩約15分、東北自
動車道福島西ICから車で約20分

※掲載している料金は税込み価格ですが詳しくはお問合せください。

18

19

旅行会社関係者・各種団体の皆様へ

お申込みまでの流れ

福島県の震災視察や観光支援をお申込みの際は、①団体名

②人数

③希望日程・スケジュール

④申込担当者の会社名・部署・氏名・連絡先（TEL・FAX・メールアドレス） ⑤依頼内容を記入し、下記の

ふくしま観光復興支援センターの

F A X もしくは

メール にてお送りください。

◯◯◯

◯◯◯

◯◯◯

http://ふくしま観光復興支援センター.jp/

依頼申込書の記入
❶団体名
❷人数
❸希望日程・スケジュール
❹申込担当者の会社名・部署・氏名・
連絡先（TEL・FAX・メールアドレス）
❺依頼内容
ご記入ください。
※行程表を一緒に
お送りください
ますと、ご 案 内
がスムーズにな
ります。

FAX

024-525-4087

ふくしま観光復興

依頼申込書

検索

記入例

①団 体 名：◯◯◯学校
②人
数：40名
③希望日程：平成◯年◯月◯日
（◯） 00：00〜00：00
④申込担当者 会社名：◯◯トラベル
部 署：東京支店
氏 名：東京 太郎
TEL
000-000-0000
FAX
000-000-0000
メールアドレス：◯◯◯@◯◯◯◯◯
⑤依頼内容
いわき市の震災被災地の視察と語り部の講話希望です。
目的は研修で被災地の視察と現状を学び、支援を行う予定です。
この後、お買い物や食事などで支援協力を行うため、お勧めの
情報も教えて下さい。
※全体の行程表概要案も添付します。

または

メール

fkfc-info@tif. ne. jp

ご記入後送付

ふくしま観光復興支援センター
業務時間／月曜日〜金曜日 9:00〜17:00（土曜・日曜・祝祭日は休業）

電話もしくはメールにて依頼内容の確認連絡マッチング依頼受付
お問
合せ

ふくしま観光復興支援センター

ご不明な点は

〒960-8053 福島県福島市三河南町1番20号 コラッセふくしま7階（公益財団法人福島県観光物産交流協会観光部内）

024-525-4024

fkfc-info@tif.ne.jp

024-525-4087
http://ふくしま観光復興支援センター.jp/

発行：福島県観光交流局観光交流課

ック
クリ

ふくしま観光復興

検索

ふくしま観光復興支援センター
ック
クリ

※本誌掲載の記事、写真、図版などの無断使用・転載を禁じます。
※掲載データは平成29年2月現在のものです。変更される場合もありますので事前にご確認ください。
※各コンテンツの詳細については、直接各団体等に連絡するか、ふくしま観光復興支援センターにお問い合わせください。
※休日、休館日は年末年始・ゴールデンウイーク・お盆休みを省略しています。

までご連絡ください。

