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イノベーションは福島から始まる。
福島イノベーション・コースト構想は、震災と原発事故によって失われた浜通り地域等

の産業・雇用を回復するため、新たな産業基盤の構築を目指す国家プロジェクトです。

浜通り地域等への訪問視察などの実現可能性が高い企業・団体、教育機関等を対象に、

より訴求力の高い交流企画等の考案の一助とすることを目的とした試行的実証として、

イノベ構想と地域資源等を連携させた視察ツアーを全４回開催しました。本誌では各ツ

アーの様子をご紹介します。
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福島イノベーション・コースト構想の概要
2011年3月に発生した東日本大震災および原子力災害によって、福島県の浜通り地域等の産業は
大きな打撃を受けました。「福島イノベーション・コースト構想」は、この失われた産業や雇用を回復
するために、新たな産業基盤の構築を目指す国家プロジェクトです。

福島イノベーション・
コースト構想の
実現に向けた
具体的な取組

廃　炉
　浜通り地域等の復興に
不可欠な廃炉を進めるた
め国内外の英知を結集し、
研究開発と人材育成に取
り組んでいます。また、取
組の効果を産業面にも波
及させ、浜通り地域等に
産業集積を図ります。 富岡町・JAEA廃炉国際共同研究センター

ロボット・ドローン
　物流やインフラ点検、
大規模災害などに対応す
る陸・海・空のフィールド
ロボットのー大開発実証
拠点「福島ロボットテスト
フィールド」を整備し、ロ
ボット産業の集積を図り
ます。 南相馬市・福島ロボットテストフィールド

エネルギー・
環境・リサイクル

　再生可能エネルギーを
核とした産業の育成・集
積を図り、地域経済の復
興・再生に取り組んでい
ます。また、太陽光パネ
ルや石炭灰などの先端的
リサイクル技術開発の取
組を推進しています。 浪江町・福島水素エネルギー研究フィールド

[写真提供：東芝エネルギーシステムズ(株)]

農林水産業
　ICTやロボット技術、環
境制御システムなどの先
端技術を取り入れた先進
的な農林水産業を全国に
先駆けて実践し、浜通り
地域等の農林水産業の復
興・再生を進めています。

葛尾村・かつらお胡蝶蘭合同会社

医療関連
　医療関連産業の集積を
図るとともに、医療機器
や新規治療薬などの開発
から事業化まで、企業マッ
チングやコンサルティング
支援を通じてサポートして
いきます。

福島市・福島県立医科大学　医療-産業
トランスレーショナルリサーチセンター

航空宇宙
　航空宇宙関連産業の集
積に向けて参入企業の支
援を行っています。また、
将来の航空宇宙関連産業
やふくしまの復興・再生
を担う人材の育成に取り
組んでいます。

「ロボット･航空宇宙フェスタふくしま2019」
を郡山市で開催

実現に向けた取組1

実現に向けた取組2

産業集積
●浜通り地域等への企業誘致（企業立地セミナー、企業立地現地見学ツアー、
　個別現地視察など）

●進出企業と地元企業とのマッチング（ふくしまみらいビジネス交流会、廃炉関
　連ビジネスのマッチングなど）

●イノベ関連開発の事業化支援（伴走支援）

●企業等の農業参入支援（先端農林水産業体験フェアなど）

●その他各種支援（特許料の軽減、雇用に関する補助金、施設使用料減免など）

●復興知事業（大学等の
　教育研究活動への支
　援、福島復興学ワー
　クショップなど）

●イノベーション人材育
　成（小学校・中学校・
　高等学校での教育プ
　ログラムなど）

教育・人材育成
実現に向けた取組3

●地域等視察ツアー（モ
　デルツアー、オーダー
　メイドツアーなど）

●イノベ構想見える化計
　画（見える化セミナー、
　見える化キャラバン
　など）

●イノベ構想ブランチ　
　（伴走支援など）

交流人口の拡大

実現に向けた取組4

情報発信
実現に向けた取組５

●東北中央自動車道、
　常磐自動車道、JR常
　磐線など

●公共施設、商業施設
　など

生活環境の整備

３つの柱

あらゆる
チャレンジが
可能な地域

構想を支える
人材育成

地域の
企業が主役

重点分野１ 重点分野2

重点分野3 重点分野4

重点分野5 重点分野6

６つの重点分野

企業立地セミナー

イノベーション人材育成

双葉町・
東日本大震災・原子力災害伝承館
（展示エリア完成イメージ） 2020年3月、JR常磐線全線運転再開

2019年度モデルツアー

●イノベ構想シンポジウム

●各種イベント

●各種SNS
　（Facebook、　　　　

　Instagram、

　YouTube）

●広報物の発行
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2019 年度 福島イノベーション・コースト構想地域の視察ツアー

第１回 先端農業視察コース ❽葛尾村・かつらお胡蝶蘭合同会社

❶飯舘村・松塚地区で放牧⽜と花卉ハウス ❺大熊町・ネクサスファームおおくま
スケジュールコースの概要

胡蝶蘭の花言葉「幸せが飛んでくる」を実現しよう

ICT（情報通信技術）導入でスマート農業に挑戦 誰もが働ける農業を目指すイチゴの大型栽培施設

　避難指示解除後の葛尾村で雇用を生み出し地域を活性化させ

ようと、村内の企業と農家の有志が集まり、2018年1 月から胡

蝶蘭の栽培を開始。空調が管理された300 坪のハウス 2 棟で、

仕入れた苗を約半年かけて育て、東北や首都圏を中心とした約

10市場に出荷しています。重労働が比較的少ないため、中高年

や女性が働きやすい点もうれしいポイント。花の大きさや見栄え、

日持ちの点で、同社の胡蝶蘭は高評価を受けており、「品質向上

と安定供給を重ね、取引

先のさらなる信頼を得て

いくことが今後の課題」

と、同社 杉下さんよりご

説明いただきました。

白い胡 蝶 蘭『hope white
（ホープホワイト）』は贈答
用として好評。

「やはり農業は楽しいです」と
思いを語る高橋さん。

栽培ベンチについて説明。
複 数のチューブから養 液
やCO² を送ります。

畜舎の様子。

大きさ（重さ）と形ごとに
選 別されたイチゴを箱詰
めし、出荷します。

左から、和牛の繁殖農家・
山田さんと東京大学大学院 
溝口教授。

イチゴに最適な栽培環境
をコンピュータが自動制御
する栽培施設内。

　飯舘村に足繁く通い、農業再生に尽力している東京大学大学院

農学生命科学研究科 溝口勝教授にご案内いただき、ICTを利用し

た農業を視察しました。花卉農家の高橋日出夫さんは、村が整備

したヒートポンプ式の冷暖房と除湿機能の付いたハウスでトルコギ

キョウやアルストロメリアなどを栽培。福島市と飯舘村に農場を持

つ和牛繁殖農家・山田豊さんは、畜舎内のセンサーを通じて牛の

体温変化などの通知がスマホに届くシステムを利用しています。

　2019年4月からイチゴの養液栽培を開始した、100% 大熊町

出資の株式会社。誰でも働ける農業を目指して、作業者の負担を

減らし、生産性を向上させ

る作業工程を追及するとと

もに、放射性物質全量検

査を経た安全・安心なイチ

ゴを出荷しています。

農業の再生に向けて、ICT などを活用した農産物の生産拠点や、
震災からの復興を目指す営農への新しい取組を視察しました。

１日目 2019 年 11 月 28 日（木）

10:00 福島駅 出発（貸切バス）

11:00 〜 12:00 ❶飯舘村・松塚地区で放牧⽜と花卉ハウス 
　▶ ICT営農システムでの農業再生の視察

12:50 〜 13:50 ★南相⾺市・農家⺠宿いちばん星 
　▶郷⼟料理の昼⾷

14:00 〜 14:30 ❷南相⾺市・浜地域農業再生研究センター 
　▶営農再開に向けた調査研究を視察

15:30 〜 16:10
❸楢葉町カントリーエレベーター 
　▶カントリーエレベーターと自動ラック式⽶農業用
　　低温倉庫を視察

16:30 ●広野町・ハタゴイン福島広野（宿泊） 
　▶地域関係者との懇談

２日目 2019 年 11 月 29 日（金）

8:50 ハタゴイン福島広野 出発

9:00 〜 9:30 ❹広野町振興公社 国産熱帯フルーツ栽培ハウス 
　▶国産バナナ栽培を視察

10:10 〜 11:10 ❺⼤熊町・ネクサスファームおおくま 
　▶イチゴの大規模施設園芸を視察

11:50 〜 12:00

❻川内村・⽥ノ⼊⼯業団地（P24 参照） 
　▶川内村セントラルキッチン建設予定地 
　▶ハラール⾷材工場（6 次化の取組）について
　　（⼀社）かわうちラボ職員の説明

12:05 〜 12:35 ❼川内村・株式会社KiMiDoRi 
　▶ LED光源を用いた閉鎖型植物工場を視察

12:45 〜 14:00
★川内村・蕎⻨酒房 天⼭ 
　▶農事組合法⼈ 農業大楽の講話 
　▶新そばの昼⾷

14:30 〜 15:10 ❽葛尾村・かつらお胡蝶蘭合同会社 
　▶AI による温度管理の取組を視察

16:20 郡山駅 着・解散

17:30 福島駅 着・解散

葛尾村・かつらお胡蝶蘭合同会社を視察

東北中央自動車
道福島駅

富岡駅

浪江駅

小高駅
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エレベーター

　 ハタゴイン
　 福島広野
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施設で栽培され
た苺を試⾷。冬
イチゴと夏秋イ
チゴを⾷べ比べ
ました。

※P04 教育・⼈材育成（復興知事業）
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所  福島県南相馬市原町区金沢字追合 116
問  TEL 0244-26-9461
公式 Webサイトはこちら

所  福島県双葉郡川内村大字上川内字町分 211
問  TEL 0240-38-3426
公式 Webサイトはこちら

所  福島県双葉郡広野町大字
　  下浅見川字広長 44-5
問  TEL 0240-28-0011
公式 Webサイトはこちら

川内村
蕎麦酒房 天山

広野町
ハタゴイン福島広野

国産のそば粉と村の湧き水で打つ十

割そばの店。食事後は村内の農事組

合法人 農業大楽の取組について役員

の秋元様よりお話しいただきました。

　これまで交わりのなかった農業と異業種の方々が
つながって、新たな動きが始まっていると感じまし
た。復興に対する考え方や新しい取組を始める苦労
などを現場の方々から直接お聞きし、熱い思いが伝
わってきました。 （宮城県・40代・女性）

　個人としては見学できない施設を訪れたり、地元
の方々にお話をうかがったりできて、非常に勉強にな
りました。他地域のモデルケースにもなるのではない
かと考えています。６次化につながるかなど、今後の
動向が気になります。 （千葉県・40代・男性）

多数の本や漫画が揃うラウンジ、大

浴場などを擁する、2018年オープン

のホテル。朝食バイキングには株式

会社KiMiDoRiのレタスも使用。

昼食 宿泊

❷南相馬市・福島県農業総合センター 浜地域農業再生研究センター ❼川内村・株式会社KiMiDoRi

❸楢葉町カントリーエレベーター

南相馬市
農家民宿 いちばん星

❹広野町振興公社 国産熱帯フルーツ栽培ハウス

センターにはゲルマニウム半導体
検出器などを備え、放射性物質
濃度測定なども実施。

天候などに左右さ
れることなく、高
品質でおいしい野
菜を安定して栽培
できます。

広野町産バナナの
愛称は『綺麗』。
国産かつ農薬不使
用の、皮ごと食べ
るバナナです。

デザートは米粉の
ロールケーキ。もっ
ちりとして食べ応え
あり。

避難地域等の営農再開に向けた研究拠点 復興の種をまく安心・安全・安定の植物工場

米の生産回復を後押しする大型施設 東北でも栽培可能！希少な国産バナナを町の特産に

　東日本大震災時の原子力災害により避難指示区域等となった 12市

町村の営農再開・農業再生に向け、実証研究や技術支援を行う拠点

として2016年に開所した施設です。帰還する農業者の意向を踏まえ、

放射性物質の動態等の基礎的調査をはじめ、除染後農地の地力向

上や鳥獣害対策、水稲・畑作物・野菜・花き・飼料作物の実証栽培

など、営農再開の準備段階から

再開後の課題まで幅広い研究を

実施しています。

野菜たっぷりの手料理がうれしい、

2012年オープンの農家民宿。震災ボ

ランティアの方 と々の絆が深い宿とし

ても知られています。

　栽培環境に外気の入らない完全密閉型の植物工場。LEDや蛍光灯の

光と炭酸ガス（CO²）により光合成を促し、培養液から栄養を与え、リー

フレタスなどを栽培しています。2013 年の設立当初は赤字でしたが、

１株ごとの原価計算や生産数の調整などを経て、３年目からは黒字化し

ています。

　楢葉町が整備してJAが運営する、2019 年 4月竣工の施設。籾（もみ）

の乾燥から精選、貯蔵、籾すり、袋詰めなどを一貫して行います。町内

の農家が持ち込んだ籾を約1,000t 保管でき

るうえ、併設の自動ラック式米農業用低温倉

庫には玄米を約600t 保管できます。この設

備を活用し、2019 年10月には初の楢葉町産

ブランド米「楢葉う米（まい）」が誕生しました。

　町の新しい特産品を生み出そうと、広野町振興公社では2018年からバ

ナナの栽培に取り組んでいます。ツアーでは、同社 中津社長の案内によ

りハウス内を見学。耐寒性に優れた苗木を温室で育て、実が緑色の状態

で収穫し、出荷時期に合わせて追熟設備で黄色く熟成させて出荷します。

昼食 ツアー参加者の声

夕食時の自己紹介。ツアー参加の
目的なども話しました。

志村所長による説明
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2019 年度 福島イノベーション・コースト構想地域の視察ツアー

第２回 リスクマネジメント研修コース ❷富岡町内視察 ❶富岡町・ふたばいんふぉ　

スケジュール

ワークショップ
ファシリテーター

コースの概要

❸防災ワークショップ

地区ごとに異なる復興の進み具合を肌で感じる 住民目線でリアリティのある情報発信を

　まちづくり団体・（一社）とみおかプラスの佐々木邦浩事務局長

の案内により、主にバスの車窓から、沿岸部、農地、住宅街の様

子を見学しました。桜の名所として知られる夜の森の桜並木周辺

では、歩きながら復興の進み具

合などをご説明いただきました。

自分の取るべき行動を問う避難所運営シミュレート

　巨大災害発生時、避難所で体験するであろう共同生活において

必要なことは何か、自分の取るべき行動とは何かを考える防災ワー

クショップを実施しました。ファシリテーターは、東日本大震災に

伴う原子力発電所の事故によって双葉地域の住民が一斉に避難し

た際、役場職員として富岡町の避難所運営に携わった佐々木邦浩

さんです。

　民間団体が運営する双葉郡８町村のインフォメーションセン

ター。住民目線のリアリティのある伝え方でスタディツアーなど

を受け入れています。当ツアーではふたばいんふぉ平山代表より、

震災発生から現在までの双葉地

域の状況や変化などをお話しい

ただきました。

いつ起こるか分からない災害や危機的状況に際してどう行動すべ
きか――。東日本大震災時の避難所運営などに携わったファシリ
テーターの体験談を交えながら、参加者同士の意見交換を重ね
て答えを導き出すワークショップに取り組みました。

１日目 2019 年 12 月 3 日（火）

11:20 富岡駅 出発（貸切バス）

11:30 ～ 13:00

❶富岡町・ふたばいんふぉ 
　▶研修の説明 
　▶ふたばいんふぉ 平山代表の講話 
　▶昼⾷

13:00 ～ 14:30 ❷富岡町内視察 
　▶とみおかプラス 佐々木事務局長の案内

14:45 ～ 17:00 ❸富岡町⽂化交流センター 学びの森 
　▶防災ワークショップと初日のまとめ

17:10 ●富岡町・ホテル蓬⼈館（宿泊） 
　▶⼣⾷（参加者、地域プレイヤー）交流会

２日目 2019 年 12 月 4 日（水）

8:30 ホテル蓬⼈館 出発

9:00 ～ 11:30 ❹富岡町 / 楢葉町・福島第⼆原⼦⼒発電所 
　▶東京電力社員の説明・講話

11:50 ～ 12:50 ❺富岡町・東京電⼒廃炉資料館 
　▶福島第一原子力発電所の廃炉状況を知る

13:10 ～ 16:15

❻楢葉町・展望の宿 天神 
　▶昼⾷ 
　▶リスクマネジメントワークショップ、発表、
　   ２日間のまとめ

16:45 富岡駅 着・解散

富岡町内視察

富岡駅

浪江駅

小高駅

常
磐
自
動
車
道

磐
越
自
動
車
道

川内村

広野町
いわき市

楢葉町

富岡町

大熊町

葛尾村

浪江町

双葉町
田村市

南相馬市

ふたばいんふぉ

富岡町内視察

富岡町
文化交流センター
学びの森

ホテル蓬人館

福島第二
原子力発電所

展望の宿 天神

東京電力廃炉資料館

11

22 33

66

55

44

富岡町文化交流センター 
学びの森を会場に実施し
ました。

今回の課題
１. 避難所での共同生活に

必要なルールを作りま
しょう。

２. そのルールが本当に必
要か検証しましょう。

それでは検証していきます。
実際に避難所で発生した問
題点や要望とは？

終了後、「意外と気付かない点があった」「それぞれ事情が異なる⼈たちをまと
める苦労が分かった」などの声が挙がりました。

ワークショップスタート！

一般社団法⼈
とみおかプラス 事務局長

佐々木 邦浩さん

４～５⼈ずつのグループに
分かれて意 見を出し合い、
ルールを整理していきます。

施設内には双葉８町村に関する
資料を多数展示しています。

遊休農地を利用した「富岡復
興メガソーラーSAKURA」は
車窓から見学。
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所  福島県双葉郡富岡町大字
　  小浜字中央 295
問  TEL 0240-23-5204
ふたばいんふぉ Webサイトはこちら

所  福島県双葉郡楢葉町大字
　  北田字上ノ原 27-29
問  TEL 0240-25-3113
公式 Webサイトはこちら

所  福島県双葉郡富岡町小浜 44-2
問  TEL 0240-23-7728
公式 Webサイトはこちら

楢葉町
展望の宿 天神

富岡町
ホテル蓬⼈館昼食 宿泊

❹富岡町 / 楢葉町・東京電力福島第⼆原⼦力発電所 ❻リスクマネジメントワークショップ

❺富岡町・東京電力廃炉資料館

富岡町
cafe 135（カフェひさご）

廃炉作業の現状を伝える
展⽰。東京電力社員の説
明を受けながら見学。

廃炉に向けて準備が進む原⼦炉建屋内を見学

福島第⼆原⼦力発電所の奇跡に学ぶ、リスクに強い組織のありかた

東京電力が自ら伝える原⼦力事故の反省と教訓

　東日本大震災発生時、福島第二原子力発電所は津波によって大

きな損害を受けましたが、外部電源と一部冷却装置が使用可能だっ

たことから、炉心溶融事故を免れました。現在は、廃炉に向けた

準備が進められています。

　福島第二原子力発電所や廃炉資料館の視察を経て行われたリ

スクマネジメントワークショップは、前日に引き続き、（一社）とみ

おかプラス 佐々木事務局長をファシリテーターとして開催しまし

た。参加者に課されたミッションは、「もしあなたが福島第二原

子力発電所の所長だったらどう行動するか」という超難問。大地

ふたばいんふぉ（P10 参照）と隣接す

るカフェ。ツアー人数によっては、ふ

たばいんふぉを飲食スペースとする場

合があります。

天神岬スポーツ公園内にある、太平

洋が一望できる宿泊施設。レストラ

ンでは地元の素材を生かした食事も

楽しめます。

2019年5月オープンのビジネスホテ

ル。旅の疲れをゆっくり癒せる大浴場

には岩盤浴も

備えています。

　福島第一原子力発電所から約9km のところにある資料館。事故

の事実と廃炉事業の現状などを確認する場として、2018 年 11月に

設置されました。事故を二度と起こさないための反省と教訓を伝え

る多様な資料が揃っています。

「もし自分が福島第二原子力発電所の所長だったら」という思いがけない設定
に、緊張した表情を浮かべながらも課題に向き合う皆さん。

他チームのメンバーを所員に見立て、各チームは所員が納得する行動指針を
順に発表していきます。

昼食 ツアー参加者の声

　今回のツアーではまず、震災時の状況について東京電力社員に

よる概要説明を受けました。その後、ゴーグルやヘルメット、個人

線量計などを身につけ、青いタイベックを着て、東京電力社員の誘

導のもと原子炉圧力容器の真下まで見学。その後、原子炉建屋を

出て、バスで構内を回り、震災時の教訓により強化された緊急時

の電源設備などを視察しました。

震発生により被害を受けた発電所の危機的状況を回避するため

には、現場の被害状況を確認し、対策を考えなければなりません。

所員の不安やリスクを軽減し、納得して現場に向かってもらうた

めにはどうすべきか――。実際に福島第二原子力発電所で行われ

たやり取りも踏まえて考えていきます。

ワークショップスタート！

チームごとに、所員
の不安要素や解決
策、所長としてどう
行動すべきかを話し
合います。

所 長 チームの 発 表
を聞いてどう思った
か、他チームのメン
バーは、現場に「行
きます」「行きませ
ん」の 札を 挙げ て
ジャッジします。

交流会での自己紹介

　ワークショップでの佐々木事務局長のお話は具体
的な内容が多く、⽰唆に富んでおり、楽しみながら
防災意識を高めることができました。災害発生時に
どう行動すべきか、普段から考える機会が増えそう
です。 （東京都・20 代・男性）

　なかなか立ち入る機会のない福島第二原子力発電
所の視察に興味を持ち、ツアーに参加しました。廃
炉作業の進捗など、今後も引き続き知りたいです。
ワークショップは佐々木事務局長の実体験がベース
なので、説得力がありました。 （埼玉県・40代・女性）

吉田副所長による挨拶 概要説明 4 号機 ペデスタル部
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2019 年度 福島イノベーション・コースト構想地域の視察ツアー

第３回 再エネ先駆けの地 ふくしま 視察コース

スケジュールコースの概要

天然ガスや風力を利用した発電所をはじめ、水素エネルギーシス
テムや石炭ガス化複合発電など、今般ますます注目度が高まる再
生可能エネルギー分野の先進的な取組施設を視察しました。

１日目 2019 年 12 月 19 日（木）

10:00 福島駅 出発（貸切バス）

11:00 〜 12:00 ❶相⾺市・そうまIHIグリーンエネルギーセンター 
　▶⽔素を活⽤した循環型地域社会づくりを視察

12:10 〜 13:00 ★相⾺市・ホテルみなとや（松川浦） 
　▶復興チャレンジグルメの昼⾷

13:10 〜 14:40 ❷新地町・福島天然ガス発電所 
　▶天然ガス発電所を視察

15:00 〜 17:00

❸新地町・アーバンデザイン
　センター新地 
　▶復興知（東京⼤学）の取組説明 

❹新地町・まち歩きプログラム 
　新地町・新地エネルギーセンター

▶新地
スマート
コミュニ
ティの視
察

17:10 ●新地町・ホテルグラード新地（宿泊） 
　▶地域関係者との懇談

２日目 2019 年 12 月 20 日（金）

8:30 ホテルグラード新地 出発

8:45 〜 9:00 ❺新地町海釣り公園（P21参照） 
　▶温排⽔の活⽤施設を視察

9:40 〜 10:10 ❻南相⾺市・万葉の⾥風力発電所 
　▶海⾵を利⽤した⾵⼒発電を視察

10:50 〜 11:30
❼浪江町・福島水素エネルギー研究フィールド 
　▶国内最⼤規模の⽔素エネルギー研究フィールドを
　　視察

11:45 〜 12:30 ★浪江町・⾷事処いふ 
　▶郷⼟料理の昼⾷

14:00 〜 15:00 ❽いわき市・勿来IGCCパワー合同会社 
　▶ IGCC（⽯炭ガス複合発電所）の視察

17:00 郡⼭駅 着・解散

18:00 福島駅 着・解散

新地町・福島天然ガス発電所

福島駅

富岡駅

浪江駅

小高駅

原ノ町駅

相馬駅

新地駅

いわき駅

郡山駅

東
北
新
幹
線

東
北
自
動
車
道

東
北
本
線

阿武隈急行

常
磐
自
動
車
道

磐
越
自
動
車
道

常
磐
線

東北中央自動車道

川俣町
飯舘村

川内村

広野町

楢葉町

富岡町

大熊町

葛尾村
浪江町

双葉町
田村市

いわき市

南
相
馬
市

相馬市

宮 城 県
ホテルグラード新地

アーバンデザイン
センター新地

そうまIHI
グリーンエネルギー
センター

万葉の里
風力発電所

福島水素
エネルギー
研究フィールド

食事処いふ

勿来IGCCパワー
合同会社

11

44
33
22

新地エネルギー
センター
新地町海釣り公園
ホテルみなとや
福島天然ガス
発電所

66

55
★

77★

88

❷新地町・福島天然ガス発電所

発電設備。建屋の高さは約30ｍ
あり、10階建てのビルに相当。

ツアー前のガイダンス。
発電の仕組みを分かりや
すく学ぶことができます。

590,000kW の出⼒を誇る
１号機（ガスタービンと蒸気
タービンの合計出⼒）。

世界最高クラスの熱効率でガスを電気に

　福島天然ガス発電所では、「ガスタービン発電」と「汽⼒発電」を組

み合わせた「ガスタービンコンバインドサイクル（GTCC）方式」を採⽤

しています。蒸気タービンのみの方式と比較して、燃料から得られるエ

ネルギーをより有効に活⽤することができます。ツアーでは発電所構内

をバスで回り、途中では中央制御室を見学。所員から「ここは現在試

運転中で、津波が来ても⼤丈夫なように高い場所に設置しています。１

号機は発電を開始したばかりで、20,000kWの電⼒を初めて送電しま

した」との説明。参加者から「発電体制は24時間ですか？」など活発

に質問が飛びました。

環境共生型の復興まちづくりを実現 まちづくりは「活動」から。復興知が集まる場

　新地町ではエネルギーの地産地消と災害に強い持続可能なま

ちづくりを展開。相馬ＬＮＧ基地の天然ガスをコジェネレーション

システムなどを活⽤して地域で有効活⽤し、太陽光発電と合わせ

て環境負荷の少ない熱と電気を供給しています。ツアーでは、新

地エネルギーセンターを中心に、ホテル・温浴施設、交流センター、

スポーツ施設（フットサル）などが近接する新地駅の周辺の複合商

業施設が、それぞれ天然ガス専⽤導管や熱導管（冷熱・温熱）な

どで結ばれている様子を視察しました。

　東京⼤学⼤学院 新領域創成科学研究科・国立環境研究所・新

地町が協働で運営するアーバンデザインセンター。公・民・学の

組織がノウハウを出し合って、まちの未来づくりを推進しています。

ツアーでは、新地町の自然⾵⼟、復

興知の活⽤などを学びました。

❹新地スマートコミュニティ ❸新地町・アーバンデザインセンター新地

複合商業施設「観海プラザ」
を縫うように走る熱導管

（冷熱・温熱）。

複合商業施設のひとつ
「アーバンデザインセンター」

新地エネルギーセンター。蓄電
池のほか、太陽光電池、ガスコ
ジェネレーションなどで地域に
電⼒を供給。

ご説明いただいた、東京⼤学特任
研究員の池田晃一さんと新地町役
場 企画振興課の黒沢知子さん

新地駅周辺へ熱電併給を行う
新地エネルギーセンター。天然
ガス供給の流れを学びました。

地域エネルギー事業を
活かしたまちづくりの基
本構想を学びました。

※P04 教育・人材育成（復興知事業）
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所  福島県相馬市尾浜字追川 137
問  TEL 0244-38-8115
公式 Web サイトはこちら

所  福島県双葉郡浪江町大字川添字佐野 39-3
問  TEL 0240-34-1650
Web サイト「まるみえなみえ」お店一覧はこちら

所  福島県相馬郡新地町駅前 1 丁目 2
問  TEL 0244-26-6888
公式 Web サイトはこちら

浪江町
食事処いふ

新地町
ホテルグラード新地

2017年5月に営業を再開した、新鮮

な魚料理が味わえる人気店。民宿が

併設されており、「飲んでそのまま泊

まれる店」がコンセプトです。

JR新地駅から徒歩約２分。ホテル西

側からは新地町のシンボル・鹿狼山

の眺望が楽しめます。併設の天然温

泉「つるしの湯」も好評です。

昼食 宿泊

❻南相馬市・万葉の里 風力発電所 ❽いわき市・勿来ＩＧＣＣパワー合同会社

❶相馬市・そうまＩＨＩグリーンエネルギーセンター

相馬市
ホテルみなとや

❼浪江町・福島水素エネルギー研究フィールド（FH2R）

ハブの高さ（地上からブレードの
中央まで）は約85m。南相馬市の
復興のシンボルの一つ。

センター内では、相馬市でのスマートコミュニティ
事業などについて学びました。

水素貯蔵タンク。余剰電力を最大限水素に
変換（製造）することが可能。

下水汚泥から作られた
ペレット。バイオマス
燃料や肥料に活用。

ご説明いただいた、南相馬市役所 新エネ
ルギー推進係 橋本弘延係長、（株）日立パ
ワーソリューションズ 佐藤千春さん。

浪江町棚塩産業団地
では３つのエリアで
国家プロジェクトが
始動。

提供：東芝エネルギーシステムズ（株） 提供：東芝エネルギーシステムズ（株）

復興
チャレンジ
グルメ

約4,000世帯分の電力を発電 世界最新鋭の石炭火力発電プロジェクト

水素を活用した循環型地域社会づくり 世界最大級の再エネ由来の水素製造施設

　日立サステナブルエナジー（日立キャピタルグループ）と南相馬

市の地元企業４社が共同出資で設立した（株）南相馬サステナジー

が建設した風力発電所。合計出力 9.4 ＭＷを誇ります。ツアーでは、

直径92ｍに及ぶブレードを見上げながら、発電システムの特徴、

設備導入までの苦労談、地域との関わりなど、ハードとソフトの

両面から詳しく学びました。

名勝・松川浦のそばにあるホテル。松

川浦周辺のホテル・旅館・飲食店では

自慢の魚介料理を味わえる企画「復興

チャレンジグルメ」を展開しています。

　いわき市にある建設中の石炭ガス化複合発電（IGCC）設備。石炭を

ガスへ変化させ、ガスの力でガスタービンを回して発電する方法と、使

用後のガスの排熱を利用し、蒸気タービンを回して発電する方法とを組

み合わせています。この発電システムにより、従来型の石炭火力発電に

比べて、CO² 排出量を約85%に抑えることができます。ツアーでは、事

業概要や発電システムなどの説

明の 後、建 設 中の設 備を見学

しました。勿来IGCC 発電所は

2020 年秋に運転開始予定です。

　相馬市は、（株）ＩＨＩと共同で循環型地域

社会づくりを展開。（株）ＩＨＩは国や県の補

助金を活用して、市有地内に、太陽光発電、

蓄電池、水電解によ

る水素製造装置、燃

料電池などの発電設

備を整備し、実証実

験を行っています。

　浪江町にある水素製造拠点（2020 年３月 7 日開所）。1 日あたりの水

素製造量で約 150 世帯（１カ月分）の電力を供給、または水素で走る

燃料電池車約 560 台を満タンにすることができます。ツアーでは、水素

を「つくる」「ためる」「つかう」の各フェーズを学びました。

昼食 ツアー参加者の声

　万葉の里 風力発電所、勿来 IGCCパワー合同会
社は整備中でしたので、稼働後にもう一度訪ねてみ
たいです。福島のエネルギー技術の開発は日本のエ
ネルギーミックスに大きく影響を与えると思います。
 （東京都・20代・男性）

　エネルギー分野に関わる浜通りの最新の動向につ
いて多くの知識を得られました。ひと口にエネルギー
と言っても実に多様な取組があることを学びました。
バスの車内での解説も分かりやすかったです。
 （宮城県・40代・女性）
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2019 年度 福島イノベーション・コースト構想地域の視察ツアー

第４回 廃炉・ロボット産業視察コース

❹楢葉町・JAEA楢葉遠隔技術開発センター

❻南相馬市・福島ロボットテストフィールド（RTF）

スケジュールコースの概要

遠隔操作機器の開発・実証で廃炉を推進

　福島第一原子力発電所の廃炉作業を推進するために、遠隔

操作機器の開発・実証試験を行う施設。研究管理棟で体験で

きるバーチャルリアリティシステムでは、福島第一原子力発電

所の原子炉建屋内を詳細までリアルに再現していて、作業者

訓練や作業計画の検討・立案などを行うことが可能です。幅

80m× 奥行60m× 高さ40m の大規模な試験棟には、廃炉作

業を実証するための実規模試験エリア、実物大の階段などを

備えたロボット性能評価のための要素試験エリアがあります。

福島第一原子力発電所の廃炉作業について視察するほか、ロボッ
ト産業を取り巻く様々な研究開発が行える一大開発実証拠点「福
島ロボットテストフィールド」などを訪問しました。

１日目 2020 年 1 月 27 日（月）

10:40 いわき駅 出発（貸切バス）

11:10 〜 12:30
❶いわき市・ワンダーファーム 
　▶取組紹介 
　▶森のキッチンでこだわりのトマト料理の昼⾷

13:10 〜 17:15

❷富岡町・東京電力廃炉資料館 
　▶福島第一原子力発電所視察の説明 
　▶専⽤バスへの乗り換え

❸大熊町 / 双葉町・福島第一原子力発電所 
　▶廃炉措置の現場を視察

❷富岡町・東京電力廃炉資料館 
　▶質疑応答

17:30 ●楢葉町 / 広野町・J ヴィレッジ（宿泊） 
　▶会議・学会の会場視察

２日目 2020 年 1 月 28 日（火）

9:00 J ヴィレッジ 出発

9:10 〜 10:10 ❹楢葉町・JAEA楢葉遠隔技術開発センター 
　▶遠隔操作ロボット等の開発実証施設を視察

11:10 〜 11:40 ❺双葉町・東日本大震災･原子力災害伝承館 
　▶建設現場を視察

12:00 〜 13:00 ★浪江町・居酒屋こんどこそ 
　▶郷⼟料理の昼⾷

13:30 〜 15:00
❻南相⾺市・福島ロボットテストフィールド 
　▶ふくしまみらいビジネス交流会 
　▶ロボットテストフィールド視察ツアーに参加

17:00 いわき駅 着・解散

南相⾺市・福島ロボットテストフィールド

富岡駅

広野駅

浪江駅

小高駅

原ノ町駅

いわき駅

常
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車
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磐
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動
車
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磐
線

川俣町 飯舘村

川内村
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岡
町

楢
葉
町

大熊町

葛尾村

浪江町

双葉町

田村市

いわき市

南
相
馬
市

福島第一
原子力発電所

JAEA楢葉
遠隔技術
開発センター

居酒屋
こんどこそ

東日本大震災・
原子力災害
伝承館

福島
ロボットテスト
フィールド

★

ワンダーファーム

Jヴィレッジ

11

33
55

66

44

東京電力
廃炉資料館 22

至
郡
山
市

ロボット・ドローン等の
一大開発実証拠点
　陸・海・空のロボット・ドローン等

を対象に、研究開発、実証実験、性

能評価、操縦訓練を行うことができる

世界に類を見ない一大開発実証拠点。

見学ツアーのバスに乗車し、東京ドー

ム約10個分の広大な敷地に点在する 

「無人航空機エリア」「インフラ点検・

災害対応エリア」「水中・水上ロボット

エリア」を巡りました。ツアー参加者

は、特徴的な施設の数々に目を見張り

ながら、RTF 職員の説明に熱心に耳

を傾けていました。

2班に分かれ、研究
管理棟などを視察
しました。

バスに乗車し、
職 員のガイド
で施設内を回
りました。

研究棟内で開催の「ふくしま未来ビジネス交流会」も見学し、最新のロボット・ドローン等に触れました。

RTF入居企業が開発した
車両に乗車し、自動運転
走行を体験。

研究管理棟
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所  福島県いわき市四倉町中島字広町 1
問  TEL 0246-85-5105
公式 Webサイトはこちら

所  福島県双葉郡浪江町権現堂字新町 8-2
問  TEL 0240-34-4288
Web サイト「まるみえなみえ」お店一覧はこちら

所  福島県双葉郡楢葉町大字
　  山田岡字美シ森 8
問  TEL 0240-26-0111
公式 Webサイトはこちら

浪江町
居酒屋こんどこそ

楢葉町 /広野町
Jヴィレッジ

浪江を訪れた人たちに、美味しい料

理を味わってほしいとの思いで昼時も

営業しています。刺身、和え物、煮

魚など、絶品の魚料理が味わえます。

　個人では行けないような施設を訪ね、詳しい説明
を聞くことで、浜通りの復興の現状を実感すること
ができました。ツアーに参加した私も、浜通りの正
しい現状を発信する一助になれたらと思いました。
 （宮城県・40代・女性）

　福島の現状は、全国的に知られていないと感じま
した。帰還困難区域が早く元の姿に戻ってほしいで
す。2日間、貴重な経験をさせていただき、ありが
とうございました。 （東京都・40代・男性）

楢葉町と広野町にまたがるサッカー・ナ

ショナルトレーニングセンター。様々な

スポーツの大会、合宿などで利用されて

います。一般のお客さまも利用可能です。

昼食 宿泊

❷富岡町・東京電力廃炉資料館 ❺双葉町・東日本大震災・原子力災害伝承館

❸大熊町 / 双葉町・東京電力福島第一原子力発電所

いわき市
ワンダーファーム

食事前に元木社長
よりトマト栽 培に
ついてご説明いた
だきました。

店主の大清水さん

原子力事故・廃炉作業について幅広く学べる 複合災害の記録と教訓を将来へ引き継ぐ

廃炉作業の現状を目の当たりに

　2018 年11 月に開館した東京電力の情報発信施設。地震発生

から原子力事故とその対応を描いた映像シアターを始め、様々な

展示を通して、事故当時の状況、事故の反省と教訓、長期にわた

る廃炉作業の進捗状況などについて幅広く学ぶことができます。

「五感を耕す。農と食の体験」をコン

セプトにしたトマトのテーマパーク。ラ

ンチビュッフェでは、とれ立てのトマ

トや様々なトマト料理を堪能できます。

　発生から9 年が経過し、薄れつつある東日本大震災

の記憶。この施設では、地震・津波及び原子力災害と

いう複合災害からの経験と教訓を後世に継承していき

ます。2020年の開館へ向けて建設が進んでおり、開

館後は福島第一原子力発電所や東京電力廃炉資料館

などと連携して交流人口の拡大を図ります。

　福島第一原子力発電所内の主要施設を

専用のバスで巡ります。東日本大震災の巨

大津波により電源が喪失し、冷却できない

事態に陥り放射性物質を放出した原子炉

建屋の目の前を通り、バスの窓越しに廃炉

作業の様子を確認できます。平日１日あた

り約4,000人もの作業員が廃炉作業を進

めています。

昼食 ツアー参加者の声

懇親会での自己紹介。業種を
越えて交流を深めました。

展示エリア
（イメージ）

工事が 着々と
進んでいます。

復興への取組を紹介す
る第 5 ゾーン（ 復 興 へ
の挑戦）。

7 面スクリーンにより映像を上映
するプロローグシアター。

隣接する双葉町産業交流センターの
建設も進んでいます。
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⑥Odaka Micro Stand Bar
 　 ～オムスビ～

南相馬市

①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 郡山市

再生可能エネルギーに関する新技術を生み出し、発信するため、

産業技術総合研究所の新たな研究開発拠点として 2014年4月に

開所しました。世界

に開かれ た研 究 開

発の推進と、新しい

産業の集積を通した

復興への貢献を使命

とし、世界のイノベー

ションハブとなるこ

とを目指しています。

相馬港５号埠頭に位置する町営のフィッシングスポット。東日本

大震災で大きな被害を受け、しばらく休園していましたが、2019

年4月に８年ぶりに再オープンを果たしました。近くにある相馬共

同火力発電所の温排水

が釣りデッキの下から流

れ出る仕組みのおかげ

で、種 類 豊富な魚たち

が集まる人気の釣り場と

なっています。2019 年

度ツアー視察先の一つ

です。

②新地町海釣り公園 新地町

福島県を代表するサーフポイントとして知られる海岸。震災後は

海開きが見送られてきましたが、2019年7月に９年ぶりに再開し

ました。また、日本プロサーフィン連盟主催の大会も開かれました。

2016年7月に避難指示が解

除された小高区で、いち早

く営業を再開した双葉屋旅

館。小高の街の再生のため、

旅館業のほかに、アンテナ

ショップの運営や駅前の花

壇整備などさまざまなまち

づくり活動に取り組んでい

ます。

福島駅

富岡駅

浪江駅

小高駅

原ノ町駅

相馬駅

新地駅

いわき駅

郡山駅

相馬港

東
北
新
幹
線

東
北
自
動
車
道

東
北
本
線

阿
武
隈
急
行

常
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自
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磐
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自
動
車
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川俣町

飯舘村

川内村

広野町
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町

大熊町

葛尾村 浪江町

新地町

双葉町

田村市

いわき市

南
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市

相馬市

宮 城 県 22

5544

66 77 88

33

11

東北中央自動車道東北中央自動車道

▲ 来館者を出迎える
　相馬野馬追の
　オブジェ

地域の情報発信や地域活性化を目的として、常磐自動車道 南相

馬鹿島サービスエリアと併設する形で 2015年4月にオープンした

施設。「セデッテ」とは、相馬地方の方言で「連れてって」という意

味です。常磐自動車道だけでなく一般道からも利用でき、食事や

地元の物産のお買い物に便利。館内には、相馬地方の夏の伝統

行事「相馬野馬追」のオブジェも展示しています。

誰もが気軽に立ち寄れる居場所

づくりを目指し、2018年6月にオー

プンしたカフェ。オダカ・マイクロ・

スタンド・バーの頭文字 OMSB

から、「オムスビ」の愛称で親しま

れています。全国のロースターや

コーヒーショップから仕入れた豆を使用し、１杯１杯ハンドドリッ

プしたスペシャルティコーヒーを提供しています。

その他の関連施設・周辺スポット

③セデッテかしま 南相馬市

⑤北泉海岸 南相馬市

⑦双葉屋旅館 南相馬市

⑧フルハウス 南相馬市

南相馬市に整備中の「福島ロボットテストフィールド（P18参照）」

とタイアップし、『相馬野馬追焼き』『ロボテス』の２種類の商品を

開発した老舗菓子店。片面には地元の伝統行事「相馬野馬追」の

騎馬武者、もう片面にはドローンがデザインされています。原町

四ツ葉店をはじめとした市内３店舗で販売しています。

④松月堂 南相馬市

2015年に南相馬市へ移 住

した芥川賞作家の柳美里さ

んが、自宅を改装して2018

年に開店したブックカフェ

です。2020年3月のリニュー

アルオープン後はスペース

がより広くなり、訪れた人

たちの交流の場として活用

されます。
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⑭中間貯蔵工事情報センター

⑫道の駅なみえ

⑪ NPO法人 Jin

⑩ IT技術を導入した植物工場⑨復興交流館あぜりあ

2020年7月、浪江町役場の北側に、交流・情報発信拠点施設と

して「道の駅なみえ」がオープン予定です。国道6号と国道 114号が

交差するアクセス良好な立地であり、浪江町の復興のシンボルと

して期待が寄せられています。また、町民が集まる憩いの場とし

て活用されるほか、町の魅力や観光情報を発信する役割も担って

いきます。

東日本大震災と原発事故の影響で全村避難となった葛尾村の復

興のシンボルとして建設されました。村民の交流活動を支援し、

休憩や村内の情報収集のために気軽に立ち寄ることのできる施設

です。館内には「かつらお物産展」と名付けられた物産コーナーが

あり、葛尾村産の米を使った甘酒『ノマッシェ』や、特産のエゴマ

油、伝統食の凍み餅、進出企業のニット製品などを購入できます。

高機能性・高付加価値特産作物の栽

培体系確立を目指し、東北大学等が

IT技術を導入した植物工場を復興交

流館あぜりあの近くに開設。2018

年度からマンゴー、バナナ、コーヒー

などの栽培に取り組み、2019年9月

にマンゴーを初収穫しました。将来

的には、複数企業が連携して生産した作物の商品化や販売スキー

ムの確立、特産品としての活用などが検討されています。

浪江町で高齢者や障がい

児者対 象のデイサービス

事業を行うNPO法人 Jinで

は、震災後、花卉栽 培に

も着手しました。高品質な

トルコギキョウなどを栽培

してブランド化を図り、浪

江を「花のまち」として元気

にしようと取り組んでいま

す。花卉栽培を通じた新た

な経営モデルを完成させる

ことで、町に雇用を生み出

し、将 来を担う若者や 新

規就農希望者へのPRにな

ればと考えています。

2020年3月14日、夜ノ森駅を含む富岡ー浪江間の運行が９年ぶ

りに再開され、JR常磐線が全線運行再開を果たしました。駅舎

のデザインは旧駅舎をモチーフとしながら橋上化し、大きな窓を

設けた東西自由通路を設置。富岡町の復興と未来への象徴とな

る駅を目指します。

JR常磐線 富岡駅から徒歩約1分のビジネスホテル。福島県産食材

と田舎の味にこだわった食事など、ほっとするおもてなしに出会

えます。

除染により発生した除去土壌などを最終処分するまでの間、安全

かつ集中的に貯蔵するための「中間貯蔵施設」に関する工事の進

捗や、安全への取組状況を発信する情報センターです。特に除去

土壌などの輸送や施設整備工事について紹介しているほか、中間

貯蔵施設が立地する大熊町・双葉町の歴史や文化、復興への取

組などの映像もご覧いただけます。

大熊町葛尾村

浪江町

葛尾村

⑮ JR常磐線 夜ノ森駅

⑯富岡ホテル

浪江町

富岡駅

浪江駅

大野駅

小高駅
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富岡町

富岡町

⑬田ノ入工業団地 
　株式会社農 セントラルキッチン 川内村

川内村に造成中の田ノ入工業団地では、2020年12月に株式会社

農（みのり）のセントラルキッチンがオープンする予定です。ここ

では、川内産の野菜などを使用した、カット野菜等の商品を製造

します。2019年度の視察ツアーでは、一般社団法人かわうちラ

ボの井出寿一事務局長のご案内のもと、建設予定地を車窓から

見学しました。今後は村民雇用と地域発展が期待されます。

ご案内いただいた (一社)かわうちラボ　井出 事務局長▲

▲「映像で見る
　 中間貯蔵施設」の
　 コーナー
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2001年にオープンした、温泉保養施設併設の道の駅。東日本大

震災後に長期休館となり、双葉警察署の臨時庁舎として使用され

ていました。2019年4月に一部営業を再開し、現在は休憩や食事、

買い物や温泉利用など、思い思いに過ごせる憩いの場となってい

ます。また、楢葉町カントリーエレベーター（P07参照）から出荷

された楢葉産の米「楢葉う米（まい）」も販売しています。

⑳道の駅ならは 楢葉町

醸造用ブドウの試験栽培に取り

組むため、2016年に設立された

クラブ。まちづくりの一環として

ワイン産業の創出を目指していま

す。現在、小浜地区と下千里地

区にブドウ畑があり、赤・白の

ワイン用に10品種のブドウが植

えられています。2019年秋に収

穫したブドウは山梨で醸造され、

2020年に初の「とみおかワイン」

が完成しました。同年４月には富

岡駅前にも圃場が拡がります。

⑲ JR常磐線 Jヴィレッジ駅

⑰とみおかワイン葡萄栽培クラブ

楢葉町

富岡町

富岡駅

夜ノ森駅

至浪江町

至いわき市

常
磐
自
動
車
道

常
磐
線

川内村

広野町
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楢葉町
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岡
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双葉町
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オーダーメイド視察のご案内
福島イノベーション・コースト構想推進機構（イノベ機構）では、福島イノベーション・
コースト構想（イノベ構想）の拠点施設や地域の視察のプログラムづくり、日程調整
の支援に関するご相談等を受け付けております。視察をご検討の際は、イノベ機構
コンシェルジュにお気軽にお問合せください。

福島イノベーション・コースト構想

こんな目的に
おすすめです

世界に類を見ない
実証研究の拠点を視察
▶企業としての新たな事業展開
▶拠点での実証・社内イベントの実施

企業進出
▶イノベ地域に企業の拠点の設置
　（サテライトオフィス）
▶イノベ地域に企業進出

新たな事業展開

コンベンション・
会議等の開催
▶大会の現地開催の検討

様々な形での福島への関与
▶国内外への情報の発信
▶イベント等での福島のPR

その他の展開

社員育成
▶課題解決型の研修

現地で地域と協働活動
▶CSRの観点で実施

社内の
人材育成の充実

イノベ地域において上記に例示してあるような活動の展開を目的として
いる企業、団体、大学等高等教育機関。

対象

視察にともなう交通費、宿泊・飲食費、現地視察受入れ団体への謝金
等の実費はご負担ください。イノベ構想の説明およびコーディネート、
現地アテンド、視察調整等に関わるイノベ機構職員・コンシェルジュの
費用はかかりません。

費用

旅行業法にともなう旅行業（募集型企画旅行、受注型企画旅行及び手配
旅行）に該当する事務は当機構では取扱いができないため、別途旅行業
登録事業者への相談が必要となります。

その他

いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、
川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、
川内村、大熊町、双葉町、浪江町、
葛尾村、新地町、飯舘村の15市町
村をいいます。

イノベ地域とは？

公益財団法人
福島イノベーション・コースト構想推進機構
コーポレート部門 交流促進部

お問合せ先 TEL 024-581-6881・6893
FAX 024-581-6898

2019年4月、ナショナルトレーニングセンター「Ｊヴィレッジ」（P20

参照）の近くに臨時駅として開業。平成最後に開業した鉄道駅とし

ても注目を集めました。2020年3月から常設駅となっています。

2018年8月に開館した、特定廃棄物埋立処分事業の情報館。放

射性物質に汚染された廃棄物の埋立処分について分かりやすく学

べる体験型の施設です。ARや

プロジェクションウォールを用

いた展示、処分場見学、モニタ

リング体験などの企画を通じて、

事業の進捗状況などを公開して

います。

⑱特定廃棄物埋立情報館
　リプルンふくしま 富岡町
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公益財団法人
福島イノベーション・コースト構想推進機構
〒960-8043　福島県福島市中町1-19 中町ビル6階
TEL 024-581-6881・6893　FAX 024-581-6898

https://www.fipo.or.jp
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