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常磐双葉IC(インターチェンジ)
　常磐双葉 IC は大熊 IC と浪江 IC の間に開設され

ました。これまで高速道路を利用した双葉町へのア

クセスは近隣の町の IC を利用する必要がありました

が、この常磐双葉 IC が整備されたことにより、一

時帰宅の際のアクセスが容易になったり、緊急時の

避難路の確保に繋がったりと利便性が大きく向上し

ます。 

　双葉町では3月4日の町内一部区域の避難指示の解除を皮切りに、

常磐双葉ICの開通、JR常磐線の全線再開通にともなった双葉駅新

駅舎の供用開始など、令和2年春は町への帰還に

向けて大きく歩みを進めました。

　今回の特集では、令和4年春を目標とする特定復

興再生拠点区域全域の避難指示解除に先立って復

興が進んだ3カ所を中心にご紹介するとともに、町

民の皆さんに双葉町の思い出を伺いました。

　震災前は双葉町の玄関口として町民だけではなく、

多くの人に親しまれていました。

　双葉駅にはステーションプラザふたばが併設され

ており、ハイビジョンシアターで各種イベントが行わ

れるなど多くの方に利用されていました。

　平成23年3月11日から営業を停止していました

が、平成30年8月から駅橋上化及び自由通路新設工

事を着工し、令和2年3月14日に営業を再開しました。

復興シンボル軸
　双葉町を横断する道路で、「県道井手長塚線」と呼

ばれていたそうです。

　道沿いには寺松公民館や上羽鳥の観音堂などもあ

り、散歩コースにしたり、通勤や通学の際に通ったりす

る方もいたようです。

　復興シンボル軸は常磐自動車道 常磐双葉ICから中

野地区復興産業拠点を結ぶ道路になるので、より町内

へのアクセスが快適になります。

JR双葉駅



駅のからくり時計が定期的
に鳴っていたのが印象的
で覚えている。

双葉駅は学生や利用する人
のおしゃべりの場だった。

原町高校に通う娘を毎
朝送っていった思い出
がある。

井手長塚線は一部の人に
別名「羽鳥街道」と呼ばれ
ていた。

復興が進む地域の思い出を聞かせて下さい

双葉駅から特急に乗り、東京
や埼玉にいる親戚に会いに
行ったり、ディズニーランド
に行ったりしていた。

関東方面への遠出は車で
はなく双葉駅から電車を
利用していた。

常磐双葉ICのある寺沢地
内のお友達のところに遊び
に行った思い出がある。自宅が渋川だったので常磐双葉

ICの近くに住んでいた。

浪江高校へ通う娘を毎
日双葉駅へ車で送って
いった。

東京に遊びに行くときや、水
戸に住む娘に会いに行くた
めに、双葉駅の朝早い電車
を利用していた。



2/1土 双葉町民ボウリング大会土

2/18火 フラ交流会火

　暦の上では春と言っても、まだまだ寒い日が続く2月。いわき市では寒さを吹き飛ばすような楽しい交流が
2つ行われました。今回はその2つのイベントについてご紹介いたします。

　2月1日にいわき市のボウリング王国スポルト平

店で、令和元年度双葉町民ボウリング大会が開催さ

れました。当日は、1年に1回のボウリング大会を楽

しみにいわき市や本宮市などから25人が会場を訪

れ、双葉ふれあいクラブ理事長の栗田要さんらの

始球式からゲームがスタートしました。

　ゲームは好プレーが出るごとに歓声が上がった

り、ハイタッチを交わしたりしながら3ゲームノンス

トップで行われました。参加者は「久しぶりに会えた

方がいて楽しかった」などと話しており、寒い2月を

吹き飛ばす賑やかな大会になりました。

 2月18日にいわき市の災害公営住宅豊間団地、永

崎団地、復興公営住宅勿来酒井団地でフラ交流会

が開催されました。この交流会は翌19日にスパリ

ゾートハワイアンズで開催された全国学生フラ・

フェスティバルに出場する大学生の「東日本大震災

で被災した方々を慰問したい」との思いから開催さ

れました。今回取材に伺った勿来酒井団地には神田

外語大学、東邦大学、神戸海星女子学院大学のフラ

ガールが訪れ、各校それぞれのフラダンスが披露されました。フラダンスの後には住民の皆さんと学生フラガールが

日頃の生活やダンスの練習などについて話し、交流を楽しんでいました。



　寒さも少しずつやわらぎ、テレビやラジオでは桜の開花
情報も報じられています。
　本紙では毎年春に双葉町芸術文化団体連絡協議会(通称・
芸文協)の皆さまにご協力いただき双葉町内や今お住いの
地域で撮影した桜の写真を掲載しておりますが、本年はふ
たばのわをご覧の皆さんにも双葉町や今お住いの地域の
おすすめの桜の写真のご提供をお願いしたいと思います。

■募集内容
　双葉町や今お住いの地域で撮影した桜の写真
　▶撮影した場所と撮影日をお知らせください
　　(過去に撮影したものでも構いません)

■募集期間
　令和2年3月16日(月)～令和2年4月15日(水)必着
■応募方法
　❶郵送の場合
　〒974-8212
　福島県いわき市
　　　　東田町2-17-4
　ヤマギワビル2F-A
 　一般社団法人ONE福島内
　　「桜の写真大募集」係
■その他
　・お一人様2点までとさせていただきます。
　・写真現物は返却いたしません。
　・ご応募いただいた作品はふたばのわ第79号(令和2年5月15日発行
　　号)に掲載させていただきます。

　平成29年から始まったありがとうメッセージも今年で3年目を迎えました。おかげさまで
多くの町民の皆さまにご協力をいただき、今年度で100人のメッセージ収集を行うことがで
きました。双葉町復興支援員(ふたさぽ)は引き続きありがとうメッセージを募集しますので、
取材先でお声がけした際はぜひご協力ください。

皆さんおすすめの
桜フォトスポットは
どこですか？

❷電子メールでの送付
mikiko@onefukushima.jp
※メールの件名を「ふたばのわ 桜の写真大
募集提供データ」としてください。
※メールでご応募の場合、応募確認メール
を返信致します。一週間経っても返信
が無い場合は、お手数ですが下記まで
ご一報ください。

双葉町復興支援員(ふたさぽ)西元　☎080-2847-0073
〒974-8212 福島県いわき市東田町2-17-4  
ヤマギワビル2F-A 一般社団法人ONE福島事務所

お問い合わせ

妙関寺
　　　（白河市）

桜平山
　　　（南相馬市）

五百淵公園
　　　　（郡山市）

昨年掲載させていただいた
芸文協写真部の皆さんの作品

桜の写真大募集!!桜の写真大募集!!

松木 秀男 さん
撮影者

宮本 吉夫 さん
撮影者

今泉 春雄 さん
撮影者



自治会、町民グループさまの交流会、イベント情報などございましたら、この掲示板をご活用ください。
掲載ご希望の場合は、双葉町復興支援員（ふたさぽ）までお知らせください。

県北ふたば会（福島市）

▶相続税について

YoY交流会

▶栃木県足利市近辺を巡る
※詳細は広報ふたば3月号をご覧ください 

双萩会（仙台市）

▶総会

県南双樹会(白河市)

▶総会

東京ふれあい双葉会(東京都)

▶お花見会
※詳細は広報ふたば3月号をご覧ください 

いわきまごころ双葉会(いわき市)

▶総会

東京2020オリンピック
双葉町を聖火リレーランナーが駆け抜けます!!

双葉町聖火リレー及び記念式典は一般観覧可能です

※2月26日時点の情報です。

自治会等イベント

 2月13日（木）
卓球

（加須市）  2月14日（金）
双葉町県南双樹会
料理教室（白河市）

 2月12日(水)
男の料理教室
（加須市）

2月1日（土）
双葉町民ボウリング大会

（いわき市） 1月30日（木）
エコクラフト教室（加須市）

1月20日（月）
しらゆり婦人学級料理教室

（南相馬市）

下記は2月26日時点での情報です。新型コロナウイルスでの感染拡大を受け
イベント開催の自粛や延期、中止を検討しているものもありますので、参加を
希望される方は事前に主催者にご確認ください。

※聖火リレールート及び周辺道路では交通規制が行われます。公共交通機関の利用、また
は車両の乗り合わせをお願いします。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、手洗い、マスクの着用をお願い
します。また、風邪のような症状がある方は参加を控えるようお願いします。

問い合わせ先 双葉町教育委員会教育総務課 ☎0246-84-5210

日時 令和2年3/26(木)14時～16時※聖火リレーの開始は15時頃の予定
会場 JR双葉駅前広場 実施内容 標葉せんだん太鼓演奏、アトラクションなど

当日会場に仮設駐車場を確保予定です。係員を配置しますので誘導に従い駐車願います。



中間貯蔵施設に係る弁護士相談窓口のご案内（3月）

事前申し込みになりますので、右記の連絡先まで
ご連絡をお願いいたします。

◆開催場所及び開催日時

◆申し込み方法

建設課 復旧復興係　☎0246-84-5209
受付時間 午前8時30分～午後5時15分（平日）

◆申し込み・問い合わせ先

開催場所 開催日時 3月19日(木)［午後２時～午後５時］双葉町いわき事務所

 新しいカードは、新たにお申し込みいただく必要はありません。お届けい
ただいている住所宛に【簡易書留（転居先への転送不可）】で順次お届けし
ています。転居等によりお申し込み時にご記入いただいた住所等に変更が
生じた場合、新しいカードが届かない場合やお届けが遅くなる場合があり
ますので、お手数でも必ず下記問い合わせ先にご連絡ください。

「ふるさと帰還通行カード」が新しくなります

ＮＥＸＣＯ東日本お客さまセンター▶ナビダイヤル0570-024-024
問い合わせ先

せんだん広場ってどんな場所？

せんだん広場のここがオススメ！！

　町民交流施設は現在３つ運営されており、その1つである
「せんだん広場」は福島県郡山市にあります。せんだん広場
はいつもどんな活動が行われているのでしょうか。今回は、
せんだん広場の魅力について紹介いたします。

　せんだん広場では毎日のように手芸教室、クラフト教室、
茶話会など様々な活動が行われています。せんだん広場の
予定表は町配付のタブレット端末(ふたばアプリ→コミュニ
ティ広場→イベント・交流広場)からご覧いただけます。

せんだん広場
町民交流施設紹介

●日替わりで様々な活動が行われている
●自由参加なので気になった活動が
　　　　あったら参加可能
●みんなでおしゃべりをしながら
　　　　活動を楽しめる

教室に参加したい時

せんだん広場までお気軽にお問い合わせください

☎ 024-952-5625
住所：福島県郡山市御前南2丁目73番地

(土・日曜日、祝日及び年末年始は開所しません。)

NEXCO東日本からのお知らせ
黄色いふるさと帰還通行カードは

2020年4月1日0時以降
ご利用になれません



令和2年2月21日

福島県内

双葉町内

















郡山市 日和田応急仮設住宅････

福島市 県北保健福祉事務所････

郡山市 県郡山合同庁舎････････

白河市 県白河合同庁舎････････

会津若松市 県会津若松合同庁舎 

南会津町 県南会津合同庁舎････

南相馬市 県南相馬合同庁舎････

いわき市 県いわき合同庁舎････

放射線モニタリング情報

原子力規制委員会ホームページより

※全国及び福島県の空間線量測定結果については原子力規制委員会ホームページでご覧になれます。 ▼http://radioactivity.nsr.go.jp/map/ja/

（単位：μSv/時）

（単位：μSv/時）
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　この3月にまた一つ歳をとる私ですが、私が生
まれた1985年は、バック・トゥ・ザ・フューチャー
や、ターミネーター、ネバーエンディング・ストー
リーといった名作映画が公開された年でもありま
す。そんな時代にテレビの映画劇場を観て育った
私は、おかげさまで立派な映画好きとなり、今で
も映画館に足繁く通う日々を送っています。そん
な私の今最も熱い話題がアカデミー賞。今年は
「パラサイト」が作品賞を受賞し、アジア映画とし
ては初の快挙を成し遂げました。私も観ましたが、
もはや最高以外の言葉が見つかりません。

宮本真澄

　今月皆さんに是非読ん
でいただきたいブログは
「鬼は外！福は内！～ふ
たば幼稚園豆まき～」で
す。2月3日に行われた双
葉町立ふたば幼稚園で
の豆まき。節分の習わし
を絵本で学んだ園児た
ちの前に突如小さな鬼
が現れます。果たして園
児たちは無事に心の中の鬼を退治することができた
のでしょうか。ブログでは、当日の様子を多くの写真
とともに紹介しています。ぜひご覧ください。
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