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　2021年が始まりました。
　新年第1号ではスマイルフォト特別版として各地にお住まいの皆さんの
笑顔をお届けいたします。昨年は新型コロナウイルス感染症の影響で例年
開催されていたイベントの多くが中止となり、町民の皆さん同士でもいつ
ものようにお会いできなかったという事も多かったのではないでしょう
か。昨年我慢することが多かった分、今年は良い年になるといいですね。本
紙をご覧になった読者の皆さんが笑顔になっていただければ幸いです。

※順不同、お一人で複数掲載の方もいらっしゃいます。ご容赦ください。

鈴木健一さん  　小林純子さん
鈴木美保子さん

山根寧月ちゃん 山根さよりちゃん

 木幡和清さん 高萩文孝さん 落合晃輝さん  井戸川悠太さん 今泉千鶴子さん  栗田和子さん

関根智子さん 　　　 加村ひとみさん
高野麻里さん  

アンソニー・バラードさん　　　　　
　　　　フィリップ・ジェリーマンさん 石田翼さん  泉田淳さん

吉田岑子さん  山本敦子さん 舛倉敏江さん  舛倉富夫さん 松永直人さん  松永江里子さん

岩川貴子さん  　　　松本節子さん
横山久勝さん 石澤拓也さん　谷津田淳之さん 熊豊子さん  　　　谷津田敬子さん

小野紀子さん 2



　スマイルフォトへのご協力ありがとうございまし
た。紙面スペースの都合上、掲載できなかった写真
も含め、撮影した全てのスマイルフォトは動画版で
ご覧いただけます。パソコンやスマートフォンでご
覧になる方は、双葉町の公式YouTubeチャンネル

で、町配付のタブレット端末でご覧になる方は、ふたばアプリ
トップ画面のふたばチャンネルからご覧ください。
　本年も双葉町復興支援員（ふたさぽ）による
取材へのご理解とご協力をよろしくお願いいた
します。

石井満征さん  谷津田敬子さん 岩本清孝さん  岩本和子さん 中野美千子さん  中野泰さん

上野節子さん  朝田由美子さん 山根光保子さん  相樂比呂紀さん 白井文人さん  佐藤剛さん

西内ヒテさん  西内芳隆さん 永井實智子さん  江尻京子さん 吉田一弘さん  山田兼也さん

3



東京電力ホールディングス株式会社 福島復興本社

東京電力ホールディングス株式会社
福島復興本社

福島復興本社代表付部長 石崎 年博 様

株式会社ビックライズ

代表取締役社長 松尾 和也 様

東京電力ホールディングス株式会社 福島復興本社
株式会社ビックライズ
双葉町ふるさと復興事業協同組合
日興建設株式会社
株式会社トータル・トップ
株式会社福島クリエイト

3階

4階

双葉町産業交流センターガイド
略称：F-BICC（エフビック）

～広がる産業の輪～
入居企業紹介
双葉町産業交流センター

～広がる産業の輪～
入居企業紹介
双葉町産業交流センター

事業内容
　2013年1月にJヴィレッジにて立ち上げ、その後2016
年に富岡町に移転し、2020年10月よりこちらの双葉町
産業交流センターへ再度移転いたしました。福島県に10
カ所以上ある事業所の復興関連業務を統括し、原子力事
故で被災された方への賠償、除染、復興推進などについ
て、迅速かつ一元的に意思決定し、福島県の皆さまの
ニーズにきめ細やかに対応してまいります。

復興への意気込み
　双葉町内に新たにできた施設に復興本社を構えたと
いうことは本当に意義深いことだと思っております。
これからは復興の最前線において、今まで以上に地域
の皆さまと近い距離感にいられるという環境で活動し
てまいります。より地域に根ざした取り組みを進め、皆
さまのお役に立てるよう頑張っていきたいと思ってい
ます。

事業内容
　東日本大震災以降、被害を受けた相双地区への復興

活動の推進を軸とした工事を行ってきました。双葉町の

復興の推進状況によって必要とされる事業内容も変化

してくると思います。双葉町に必要とされる企業とし

て、警備業の認定証を受理し営業を開始してまいりま

す。今後もまだ模索しながら柔軟な事業展開をしていき

たいです。

復興への意気込み
　双葉町の復興のお手伝いができればと考え、この度産

業交流センターに入居を決めました。この地を中心に周

辺地域も活性化し、人の出入りが増えれば自然と復興の

スピードも上がってくるのではないでしょうか。その様

子を見守りつつ、ともに成長していければと思います。

　昨年10月1日にオープンした双葉町産業交流センター【略
称：F-BICC(エフビック)】。隣接する東日本大震災・原子力災害
伝承館や復興祈念公園も含め訪れる人の数も徐々に増え、より
賑わいを増してきました。
　ふたばのわでは11月号からF-BICCガイドを連載していま
す。今月はF-BICCの３階・４階に入居している企業を紹介し
ます。
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理事長 勝山 広幸 様

双葉町ふるさと復興事業協同組合

日興建設株式会社

福島営業所長 小川 辰治 様

株式会社福島クリエイト

代表取締役社長 谷津田 尊之 様

事業内容
　組合員の相互扶助の精神に基づき一体となって双葉

町の復旧復興のための共同事業を行い、その活動を通し

て地域の復興繁栄の一助となること、組合員の自主的な

経済活動を促進し、かつその経済的地位の向上を図るこ

とを目的としています。

復興への意気込み
　いわき市内の支店にて事業を行っておりましたが、地

元企業として事業の拠点を双葉町に戻したいとの強い

思いがあり、検討していたところ本物件を知りました。

他の地元企業が双葉町に戻ってくる際のモデルケース

の一つになれると嬉しいです。

事業内容
　本社は茨城県高萩市にあり、千葉・水戸・日立に支店を
構える綜合建設業者です。
　地元建設業者様のお手伝いをしたり、地元へ進出して
くる企業様の要望に応えるなど、建築・土木工事を施工
することで双葉町のために貢献出来ればと思います。ま
た、現在はいわき市や茨城在住の社員がほとんどです
が、双葉町でも社員を募集し、入社していただくなど雇
用の場も提供できればと思います。

復興への意気込み
　2014年6月に地元建設業者様の下請けとして富岡町
での地震の道路災害復旧工事に携わることから始まり、
最近では双葉町での工場新築工事のお手伝いをさせて
いただきました。ここに拠点を構えることによって素早
い確実な情報が得られると思いますので、その情報を活
用し、弊社にも出来る双葉町復興のお手伝いをしたいと
考えております。

事業内容
　本社は双葉町にあり、震災前より(株)アトックスの子
会社として原子力発電所のメンテナンス業に従事して
おります。双葉町周辺の中間貯蔵関連業務に加え、今後
は双葉町産業交流センターを中心に様々な企業や施設
が参入されてくることから、異業種とのコラボレーショ
ンなども視野にいれた事業を展開していきたいと考え
ています。

復興への意気込み
　以前のように双葉町に町民の方が戻り、生活ができる
ようになるにはまだ時間がかかるかもしれませんが、こ
こが本当の意味での復興のスタートではないかと思い
ます。学生さんがこの周辺施設を見学に来る様子を見か
けると、若い方が多くいる町はいいなぁと思います。早く
その活気が双葉町に戻るように復興のお手伝いをして
いきたいです。
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自治会等イベント
勿来酒井団地自治会 （いわき市）

新春健康フラ交流会

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。

※12月21日時点の情報です。

双葉町産業交流センター

　11月7日、双葉町産業交流センター1階の土産物屋・物
産販売スペースに「サンプラザふたば」がオープンしまし
た。サンプラザふたばを経営する株式会社マツバヤは、震
災前、福島県浪江町でショッピングセンター「サンプラザ」
などを営業していました。「震災前から双葉町の皆さんに
はとてもお世話になっていました。自分も町の復興に何
か協力できれば」という弊社社長の強い思いから今回の
出店が決まりました。
　店内には大小様々な大きさの双葉ダルマや、双葉町民に
はおなじみの「ふたば茶亭」のお菓子など、双葉町や双葉郡
にゆかりのある商品が並んでいます。その他、お店の人気
商品でもある高い吸水性を誇るタオル「ダキシメテフタバ」
など、県内の土産物や特産品を数多く取り扱っています。

■営業時間・・・・10:00～17:30
■定休日・・・・・・火曜日
■問い合わせ・・☎0240-23-5343

サンプラザふたば営業中!!

店 舗 情 報

サンプラザふたば
サンプラザふたば店長
松原 茂樹さん

私たちの双葉町へ ～未来へつなぐメッセージ～

　“未来の双葉町”を想像して、こうなっていたらいいな
と思うことを教えて下さい。50～100文字程度のメッ
セージとお名前(名字またはニックネーム)を右記の応募
方法でお送りください。

　皆さんからいただいたメッセージでパネルの制作を
予定しています。完成したパネルは双葉町産業交流セン
ターで今後、展示する予定です。

　展示期間は別途お知らせいたします。

右のQRコードからメール作成
画面に進み、必要事項を記入の
上送付してください。

〒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
　　　　「未来へつなぐメッセージ」係行

令和3年2月5日(金)締切
双葉町復興支援員(ふたさぽ)木幡
☎ 080-2822-2955
(平日 午前9時～午後5時）

“ふるさと双葉町”は将来どんな町になっていてほしいと思っていますか？
その“未来の双葉町”でしたいことはありますか？
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令和３年 春期大学通信教育合同入学説明会開催のお知らせ
　公益財団法人　私立大学通信教育協会では、大

学通信教育に対する社会の認識と理解を啓発す

ることと、入学を希望する方に対する希望大学

の教育内容の説明と学習相談を目的として、大

学通信教育合同入学説明会を実施します。参加者

には大学通信教育の概要、学習方法、開設学科一

覧、取得できる教員免許・資格などが掲載されて

いる小冊子「大学通信教育ガイド」（大学・短大

編）・（大学院編）を配布します。

公益財団法人 私立大学通信教育協会
（代理店）株式会社栄美通信　☎03-3561-0472

※新型コロナウイルス感染症拡大防止措置として、来場者数制限のため、オンラインによる事前予約
を実施します。また新型コロナウイルス感染症対策を十分にとりながら実施します。

※今後の新型コロナウイルスの感染状況により、合同入学説明会の開催を中止する場合があります。
最新情報は協会のホームページをご覧ください。http://www.uce.or.jp/

開催日時
令和３年２月６日（土）［午前11時から午後４時]

事前予約制・入場無料

開催場所
仙台市中小企業活性化センター ＡＥＲ（アエル）
（仙台市青葉区中央１－３－１  ５階）

参加校
大学１４校、大学院６校、短期大学４校

令和2年度 心の健康相談のお知らせ
 精神面で悩みを持つ方、心の病気や精神障がいがあって困っている

方、また、そのご家族の相談を専門の医師がお受けします。ここで相談

された内容について秘密は厳守いたします。お気軽にお問い合わせく

ださい。また、思春期～青年期(ひきこもり含)、発達障害(主に成人)、ア

ルコール依存症、うつ病、自死遺族等の相談もお受けしております。

時間

実施月日

場所

須賀川市、田村市、岩瀬郡、石川郡、田村郡にお住まいの方
　　　　および上記市郡または郡山市に避難されお住まいの方

心の健康相談(相談、助言指導等)

精神科医師、保健師

対象者

内　容

担　当

2月5日(金)小野口 亮 医師　[相談内容：精神全般]
3月9日(火)圓口 博史 医師　[相談内容：精神全般]

 ※うつ病、自死遺族、思春期～青年期のひきこもり 

13:30～16:00

福島県県中保健福祉事務所(県中保健所)相談室 （須賀川市旭町153-1）

※事前にご予約ください。

福島県県中保健福祉事務所(県中保健所) 須賀川市旭町153-1
保健福祉課 障がい者支援チーム　☎0248-75-7811予約・問い合わせ先

問い合わせ先
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令和2年12月18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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中央公園
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双葉町役場
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双葉町仮設処理第一施設北側

消防屯所前
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北部コミュニティーセンター

中田公民館

両竹公民館

双葉町産業交流センター

東日本大震災・原子力災害伝承館
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 　あけましておめでとうございます。

　旧年中は双葉町復興支援員(ふたさぽ)の活動

にご理解とご協力を賜りありがとうございまし

た。今年は丑年ということで私たち支援員も一歩

一歩着実に物事を進め、皆さんのお役に立てるよ

う励んでいきたいと思います。

　新型コロナウイルス感染症の収束を願うとと

もに本年も各地で皆さんにお会いできる日を楽

しみにしております。

西元美紀子、木幡友紀恵、宮本真澄

平澤麻美、森文香、前林菜美

0.24
1.23
0.16
4.38
0.53
1.08
0.28
0.22
0.34
調整中
0.86
0.33
0.51
0.17
0.07
0.04
0.06

脇崎 真音ちゃん

寿音ちゃん

まのん

ことね

H28年7月
生まれ

H30年10月
生まれ

写真募集中!

必要事項を記入し、
写真をメールで送付
してください。
※未就学児が対象です

寒くても
アイス大好き !!

脇崎　 寿   さん
真奈美さん

(長塚二)
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