
福島復興局からの復興だより一覧

相馬野馬追（H25.7.28）

福島県産モモのタイへの輸出（H25.9.4）

ふくしまっ子の笑顔の力を世界中
に向けて！（H26.4.2）

常磐道全線開通（H27.3.1）

ふたば未来学園高校が開校
（H27.4.8）

土湯温泉バイナリー発電所 竣工式
（H27.11.20） ★すべての記事は、次のページ

からご覧いただけます。

文字と写真をクリックすると記事を読むことが
できます。（一部タイトルを変更しています）

http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2013/20130731161957.html
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2013/20130731161957.html
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2013/20130909142010.html
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2013/20130909142010.html
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2015/20150319152955.html?index_no=0
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2015/20150319152955.html?index_no=0
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2015/20151127160624.html?index_no=0
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2015/20151127160624.html?index_no=0
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2014/20140408113635.html?index_no=0
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2014/20140408113635.html?index_no=0
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2015/20150526180341.html?index_no=0
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2015/20150526180341.html?index_no=0
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2013/20130731161957.html
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2013/20130909142010.html
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2014/20140408113635.html?index_no=0
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2015/20150319152955.html?index_no=0
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2015/20150526180341.html?index_no=0
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2015/20151127160624.html?index_no=0
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2013/20130731161957.html
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2013/20130909142010.html
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2015/20150319152955.html?index_no=0
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2015/20151127160624.html?index_no=0
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2014/20140408113635.html?index_no=0
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2015/20150526180341.html?index_no=0


平成28年 12月 新たな気持ちで町の一層の発展へ　川俣町で新庁舎落成式と合併60周年記念式典

旧避難指示区域での地方銀行支店（東邦銀行小高支店）、営業再開

11月 ふくしま復興再生道路「小名浜道路」起工式

地域復興マッチング『結の場』開催

ふくしま医療機器開発支援センター　オープン

郡山市大槻公園子どもの遊び場　オープン

10月 福島の未来を担う人材を育てる授業　―福島大学の「ふくしま未来学」―

「福島復興産業人材育成塾」開講式

公立双葉准看護学院仮校舎整備工事　安全祈願祭・起工式

相馬市役所新庁舎竣工

いわき市久之浜地区にて、共同店舗型商業施設の起工式が行われました

ふたばワールド2016inかつらお

9月 福島の食のファンクラブ「チームふくしまプライド。」結成発表

大熊分析・研究施設工事　安全祈願祭及び起工式

信陵中学校の「職業人に聞く会」

いいたてクリニック再開式

8月 いわき市復興のシンボルに！複合商業施設の建設工事が起工

双葉郡中高生交流会「FUTABA 1DAY SUMMER SCHOOL」開催

大風呂敷で福島をポジティブに　福島市で「大風呂敷まつり」開催

自宅再建への第一歩に！高台に整備された宅地を引渡し

7月 いわき市中心市街地に地域防災機能を備えた集合住宅が完成

新橋駅西口ＳＬ広場で「ふくしまの酒まつり」開催

復興公営住宅「吹上市営住宅」鍵引渡し式

相馬野馬追

福島の魅力を「ぎゅっ」と詰め込みました　福島商業高生が福島県産モモのスイーツを開発

「福島県環境創造センター」グランドオープン

アニメの力で福島を元気に！　福島ガイナックス

復興を誓うセレモニーの開催

6月 大熊エネルギー・メガソーラー発電所設備構築工事

真の復興に向けて　避難指示解除　葛尾村で復興祭

5月 農と食の複合施設「ワンダーファーム」がグランドオープン

平成29年１月17日現在

※「復興だより名」にリンクが貼ってありますので、クリックしてご覧ください。

年 月 復興だより名

福島復興局からの復興だより一覧
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年 月 復興だより名

平成28年 4月 「浪江町消防団の『無念』」の思いがアニメに　町民が制作

「いいたてまでいな太陽光発電所」の竣工式開催

福島の日本酒がスイーツに！
福島大学生が「酒かすすいーつ水まんじゅう」を開発

富岡町復興への集い2016

子どもたちの笑顔元気を取り戻せ！多目的運動場がオープン

住民向けの最新情報発信及び町民交流用アプリが
楢葉町にて誕生しました！

3月 さくらシーズンを前に、並木道の清掃活動

子どもたちの笑顔溢れる「いわき市こども元気センター」が完成

広野みらいオフィス竣工式・竣工祝賀会開催

田村市都路町の魅力発信　「みやこじスイーツゆい」がオープン！

県内初となる津波被災エリアでの宅地引渡し

県道原町川俣線　八木沢トンネル貫通

立教大学コミュニティ福祉学部の活動「いわき交流プログラム」

地元住民が待ち望んだ「津波避難ビル」の完成

東日本大震災・福島原発事故５年国際シンポジウム

福岡県大牟田市から福島復興を願う

「たむらご当地スイーツ　北醇（ほくじゅん）」デビュー！

1月 県立大野病院附属ふたば復興診療所　開所式・内覧会

川俣町山木屋地区　「田んぼリンク復活祭」

復興公営住宅「大玉村営横堀平団地」竣工式

復興の架け橋に　福島大学生たちによる「スタ☆ふく」プロジェクト

平成28年広野町成人式

平成27年 12月 郡山東高校新聞部が福島復興の現状を取材

「復興・地域応援！ふくしま応援フェア＆トークライブ」開催

11月 ふたば未来学園生が広野駅東口ビル(仮称)建設現場見学

土湯温泉16号源泉バイナリー発電所竣工式・竣工祝賀会開催

津波被害のいわき市立豊間中学校、校舎の移転改築工事が開始

10月 野菜（サンチュ）販売に係る協定調印式

ふたばワールド2015 in ならは

「結の場」開催
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年 月 復興だより名

平成27年 9月 県立大野病院附属ふたば復興診療所　安全祈願祭・起工式

国際フォーラム『被災地・広野町から考える』“幸せな帰町・復興”に向け
て

復興の道しるべに　避難指示解除　楢葉町で復興祈念式典

期待の小菊

7月 福岡県大牟田市から浪江町を発信

相馬地方における震災からの復興を願う祭り・イベント等の開催.

.シャープ富岡太陽光発電所　竣工式

帰還にむけて、町を花でいっぱいに

6月 本宮市子ども屋外プールがオープン！

世界最大規模の浮体式洋上風力発電設備の組立完了

子どもたちによる将来像についての意見交換会

いわき市初の津波避難路完成

5月 販売へ向けた田植えが再開されました

「ふれあいフェスタ　５年ぶり開催」（二ツ沼総合公園グランド・オープ
ン）

4月 「富岡町復興への集い２０１５」

復興へ新たな歴史　ふたば未来学園高校が開校

郡山市立中央公民館・勤労青少年ホームリニューアルオープン！

3月 南相馬市鎮魂復興市民植樹祭

震災復興土地区画整理事業で初となる移転先宅地が完成

消費者目線で安心・安全を確保―小名浜漁港に新魚市場が完成

公共施設の屋根で太陽光発電

南相馬市原町区の災害公営住宅竣工式と鍵引渡し式

須賀川市初の災害公営住宅鍵引渡し式

常磐自動車道全線開通
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年 月 復興だより名

平成27年 2月 原子力災害による避難者向け住宅「下神白団地」１・2号棟へ入居開始

1月 福島臨海鉄道の機能移転工事が完了

シャープ富岡太陽光発電所安全祈願祭

復興仮設商店街「とよマルシェ」、グランドオープン

相馬小高神社新春はしご乗り

平成26年 12月 中通り地域に屋内運動施設等続々完成

富岡町いわき支所移転、開所式

「結の場」開催

「げんきキッズパークにほんまつ」のリニューアルオープン

平成２６年産あんぽ柿出発式

11月 第3回ふくしまフェスティバルin須賀川

「松明（たいまつ）あかし」の開催

初の県営復興公営住宅　鍵引き渡し式

10月 広野駅東側第一期開発整備事業　安全祈願祭・起工式

Ｂ－１グランプリin郡山～東北・福島応援特別大会～

奥州統一「芋煮の陣」in福島

「みちのく潮風トレイル」相馬・新地区間開通

福島県漁業調査船「いわき丸」就航式

双葉郡内初　災害公営住宅の鍵引渡し式

9月 「ふたばワールド2014in川内村」開催

相馬市復興交流支援センター落成式挙行

いわき市沿岸部、津波被災農地再生へ動き出す
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http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2014/20141007161513.html?index_no=0
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2014/20141006170517.html?index_no=0
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2014/20141006153516.html?index_no=0


年 月 復興だより名

平成26年 8月 復興公営住宅完成

土湯温泉でバイナリー発電事業安全祈願祭・起工式開催

須賀川市の新庁舎建設工事着工

災害公営住宅(作町東団地)予定より２ヶ月早く完成・入居

「川俣町農業復興祭」開催

地域コミュニティーと絆の再生～きらきら広場～

7月 イチゴの出荷再開

ふみだす探検隊（なすかしドリームプロジェクトⅢ）の来局

早期入居を目指して－いわき市災害公営住宅

おもいっきり遊ぼう、公園やグランド

6月  広野町消防団の「民報金ばれん」受賞を皆で祝賀

漁業再開の足掛かり―試験操業続く

 国際シンポジウム～広野町から考える～

国見ルネサンス2014～復興・絆・ふるさと祭り～

5月
伊達ジュニアウィンドオーケストラ・東京藝大ウィンドオーケストラ第3回
合同演奏会（伊達市吹奏楽きらめき事業）

川俣町山木屋地区農業復興支援チームの活動開始

4月 土湯温泉で小水力発電事業起工式開催

国見小学校屋外運動場遊具完成披露式

東京ガールズコレクションin福島

川内村に温泉施設「かわうちの湯」がオープン、帰還に向けた準備宿泊が開
始

万葉パレードが9年ぶりに復活

安全にお墓参りのできる環境の整備と浪江共同墓地安全祈願祭の開催

富岡町復興への集い2014

３年ぶりの学校再開と商業施設のオープン

ふくしまっ子の笑顔の力を世界中に向けて！

安心して遊べる環境づくり

http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2014/20140908163838.html?index_no=0
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2014/20150511120332.html?index_no=54
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2014/20140908165649.html?index_no=0
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2014/20140827103157.html?index_no=0
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2014/20140813173708.html?index_no=0
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2014/20140813171348.html?index_no=0
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2014/20140827100645.html?index_no=0
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2014/20140811144320.html?index_no=0
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2014/20140731192256.html?index_no=0
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2014/20140722112623.html?index_no=0
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2014/20140722102713.html?index_no=0
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2014/20140625134752.html?index_no=0
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2014/20140619172204.html?index_no=0
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2014/20140609165605.html?index_no=0
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2014/20140609162558.html?index_no=0
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2014/20140609162558.html?index_no=0
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2014/20140522152259.html?index_no=0
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2014/20140508111436.html?index_no=0
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2014/20140508111035.html?index_no=0
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2014/20140508110218.html?index_no=0
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2014/20140508105243.html?index_no=0
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2014/20140508105243.html?index_no=0
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2014/20140425161430.html?index_no=0
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2014/20140421104526.html?index_no=0
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2014/20140425155237.html?index_no=0
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2014/20140421100603.html?index_no=0
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2014/20140408113635.html?index_no=0
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2014/20140408110615.html?index_no=0


年 月 復興だより名

平成26年 3月 双葉郡高校生による観光・復興マップ

災害公営住宅の供用開始

ふくしまの森復興大会が開催

哀悼と復興への思いのキャンドルナイト

 「おいでよ！南会津。」

2月 新地町での復旧・復興事業合同起工式

常磐道再開通

「結の場」開催

1月 復興！ふくしま『福ふく市』(続・あんぽ柿)

富士通の会津若松Akisaiやさい工場オープン

第5回復興グルメF-1大会

3年ぶりの神楽奉納　相馬小高神社

平成25年 12月 災害公営住宅の竣工式と鍵引渡し式

小名浜港背後地 震災復興土地区画整理事業安全祈願祭・起工式

めひかり再出荷

地区防災コミュニティセンター（集会所）の供用開始

豊間・薄磯地区復興土地区画整理事業合同安全祈願祭・起工式

帰還環境整備センター設立

あんぽ柿初出荷

http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/20140402111601.html?index_no=0
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/20140402102728.html?index_no=0
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2014/20140326203018.html?index_no=0
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2014/20140314095016.html?index_no=9
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2014/20140313123456.html?index_no=9
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2014/20140326202536.html?index_no=9
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2014/20140303140433.html?index_no=36
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2014/20140224152455.html
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2014/20140225143431.html?index_no=36
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2014/20140225151453.html?index_no=45
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2014/20140224120101.html
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2014/20140116193526.html
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2013/20131227170723.html
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2013/20131227115018.html
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2013/20131227165920.html
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2013/20131227143937.html
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2013/20131227141004.html
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2013/20131220181524.html
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2013/20131213110638.html


年 月 復興だより名

平成25年 11月 おいしいふくしま収穫祭

思い出の品との再会

復興公営住宅の建設はじまる

農地除染における放射能対策技術セミナー

小名浜地区復興公営住宅の安全祈願祭開催

スマイルキッズパーク

10月 海岸堤防　第一号完成（夏井海岸）

高校生ワークショップinいわき

ふたばワールド

ふくしままるごと満喫フェア

南相馬市鎮魂復興市民植樹祭

広野町3年ぶりの米出荷

9月 福島福興第1回競馬場deリレーマラソンin福島

川俣町復興トルコキキョウ栽培

福島県産モモのタイへの輸出

8月 富岡町「小中高生再会の集い」

7月 相馬野馬追

いわき蟹洗温泉再開

6月 東北六魂祭

5月 楢葉町の復興への取組

※上記に記載した件名は、わかりやすく表現するため、一部実際の件名と表現を変えています。

http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2013/20131212203749.html
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2013/20131210143512.html
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2013/20131122100814.html
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2013/20131202171022.html
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2013/20131204114138.html
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2013/20131114185341.html
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2013/20131129155223.html
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2013/20131101151834.html
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2013/20131025134521.html
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2013/20131016142833.html
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2013/20131008142719.html
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2013/20131017171502.html
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2013/20130925112007.html
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2013/20130917105316.html
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2013/20130909142010.html
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2013/20130809111229.html
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2013/20130731161957.html
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2013/20130729132020.html
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2013/20130612115535.html
http://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2013/20130522101244.html
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