
一般財団法人
福島県電源地域振興財団

ふたばの「いま」を感じる、
ぐるりん旅。
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至仙台

至東京

富岡町

楢葉町

広野町

葛尾村

Jヴィレッジ駅

大野駅大野駅

双葉駅双葉駅

竜田駅竜田駅

木戸駅木戸駅

広野駅広野駅

富岡駅富岡駅

夜ノ森駅夜ノ森駅

浪江駅

ならはスマートIC

常磐双葉IC

大熊IC

広野ＩＣ

常磐富岡ＩＣ

浪江ＩＣ

【仙台方面から】

仙台駅 ― 浪江駅　約2時間（JR常磐線［普通列車］利用）
浪江駅からの所要時間の目安 (普通列車 )
双葉駅 4分、広野駅 36分

仙台宮城 IC ― 浪江 IC　約 1時間 20分
（東北自動車道－仙台南部道路－常磐自動車道利用）

浪江 ICからの所要時間の目安［常磐自動車道］
常磐双葉 IC約 5分、広野 IC約 25分

【川内村へ】
JR常磐線 富岡駅下車さらにタクシーで約 40分
常磐自動車道 常磐富岡 ICから車で約 25分（県道 36号経由）

【葛尾村へ】
JR常磐線 浪江駅下車さらにタクシーで約 45分
常磐自動車道 浪江 ICから車で約 40分（国道114号・県道50号経由）

【東京方面から】

上野駅 ―  いわき駅　約 2時間 15分（JR常磐線［特急］利用）

いわき駅からの所要時間の目安 (普通列車 )
広野駅 22分、浪江駅 59分

三郷 IC ― 常磐自動車道　約 2時間（常磐自動車道利用）
いわき中央 ICからの所要時間の目安［常磐自動車道］
広野 IC約 20分、浪江 IC約 45分

福島県双葉郡への
アクセス

「ふたばワールド2019」を開催した福島復興のシンボル。Ｊヴィレッジ（広野町・楢葉町）

復興への第一歩。地域再生に向けた拠点施設。
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（双葉町）

水面に映える四季折々の美しさ。
坂下ダム（大熊町）

訪ねるほど発見がある。出会うほど愛着がわく。

双葉郡８町村めぐり。
福島県の太平洋沿岸に面する浜通りのほぼ中央部に位置する双葉郡エリアには、

豊かな自然　　　と温暖な気候のもと　　　復興へ歩む人々の暮らしがあります。

東日本大震災から時を重ねて、

祭りやイベントなどかつての日常を取り戻しつつある双葉郡。

生まれ変わろうとしているそれぞれの町や村にはいくつもの発見があるから。

震災前と変わらない人情あふれる住民とのふれあいに愛着がわいてくるから。

じっくり、ゆったり、気ままなペースでめぐる8町村の旅。 

ぐるりんガイドを片手に双葉郡の「いま」を確かめに出かけてみませんか。

全国からサイクリストが集結。ツール・ド・かつらお（葛尾村）
夏を彩る一大イベント。
サマーフェスティバル（広野町）

咲き誇る桜のトンネル。夜の森桜まつり（富岡町）

時間を忘れて、

各駅停車の旅へ。

東日本大震災と原発事故の影響で

一部不通となっていたＪR常磐線が、

2020年3月、9年ぶりに全線再開し

日々双葉郡の海沿いのまちと

人々を結んでいます。

2 3

絶景広がる総合レジャー施設。天神岬スポーツ公園（楢葉町）

浪江の交流・情報発信拠点。道の駅なみえ（浪江町）

草野心平の創作場所の一つとして愛用された天山文庫（川内村）
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懐かしい童謡が息づく多彩なまち。

広野町
「汽車」、「とんぼのめがね」の舞台と言われ、童謡のまちと
して知られます。四季折々に美しい浅見川渓谷や、子どもも
大人も楽しめる二ツ沼総合公園など観光地も多く、新たな
特産品として、バナナ、パパイヤの栽培にも取り組んでいます。

今も残る懐かしの風景。

童謡「とんぼのめがね」歌碑
1948 年、広野町に住んでいた童謡作家の
額
ぬ か が

賀誠
せ い し

志氏が上浅見川箒
ほうきだいら

平の情景を作詞した
「とんぼのめがね」は、長く人々に親しまれて
きました。童謡の里として1994 年に第１回「ひ
ろの童

う た
謡まつり」を開催したことを記念して、

この歌碑が建てられました。
築地ヶ丘公園（広野町下浅見川字築地・広野中学校東隣）内

交 JR 常磐線 広野駅から徒歩約３分
問 広野町 復興企画課　☎ 0240-27-1251

よみがえる往時の情景。

唱歌「汽車」歌碑
明治に作られた小学校唱歌「汽車」は、現在のいわき市久ノ浜から広野町の間
の景観を、詩人でもある大

お お わ だ
和田建

た け き
樹氏が作詞したと言われています。折木地区

の東禅寺下では、廃線となった旧常磐線のトンネルを見ることができます。
広野駅構内

交 JR 常磐線 広野駅
問 広野町 復興企画課　☎ 0240-27-1251

広野町のさらに詳しい情報はこちらから…
・広野町 
  https://www.town.hirono.fukushima.jp/

・株式会社広野振興公社
  https://www.hirono-kousha.com/

元気をくれる鮮やかな黄色。

みかんの丘
冬でも10 度を超える温暖な広野町。冬間近になると、
鮮やかなみかんの黄色が目に飛び込んできます。町の
みかんを使った「青春ドレッシング」もお試しあれ。

広野町下北迫字苗代替 35
交 JR 常磐線 広野駅から徒歩約 15 分
問 広野町 産業振興課　☎ 0240-27-4163

ふたば未来学園高等学校 café ふぅ
2019年5月にオープンしました。ふたば未来学園高校の社会企業部の
生徒たちが、さわやかな笑顔で迎えてくれます。地域の住民もしばしば
訪れ笑顔の輪が広がります。詳しくはfacebook、Twitterをチェック！

広野町中央台 1 丁目 6-3　休 日曜　時 平日11:00 〜 18:00 土曜 10:30 〜
13:30　交 JR 常磐線 広野駅から徒歩約 15 分
問 ふたば未来学園高等学校 café ふぅ　☎ 0240-23-6825

春の新緑も、秋の紅葉も。

浅見川渓谷
奇岩怪石とうっそうとした緑に包ま
れた渓谷。堀切地内にある大滝は、
清冽かつ豊かな水量で訪れる者を圧
倒します。近くに石を積み上げた大
滝神社が祀られています。

広野町上浅見川字堀切
交 JR 常磐線 広野駅から車で約 15 分
問 広野町 産業振興課　☎ 0240-27-4163

震災を乗り越え復活！

浜下り神事
たんたんぺろぺろ
震災から８年ぶりに復活した鹿島神
社に伝わる浜下り神事。太鼓と囃子
の音色から「たんたんぺろぺろ」と呼
ばれ親しまれています。春の祭礼と
して４月の第１日曜に開催されます。

広野町内（浅見川河口ほか）
問 広野町 産業振興課　☎ 0240-27-4163

いにしえに想いを馳せる。

二ツ沼歌碑・古戦場跡
当地を詠った萬葉歌を刻んだ石碑が
建っています。また、戊辰戦争では、

「奥羽越列藩同盟」軍と西軍との間
で激しい攻防戦がこの地で展開され
たと伝えられています。

広野町上北迫字岩沢 29-84
交 JR 常磐線 広野駅から車で約 5 分
問 広野町教育委員会事務局　
   ☎ 0240-27-4166

こころ潤すアウトドアフィールド。

二ツ沼総合公園
広大な芝生広場をはじめ、子どもからお年寄りまで楽しめるパークゴルフ場、
サイクリングロード、バーベキュー広場などが整備されています。そのほかにも、
レストランや地場産品の直売所があり、週末は家族連れを中心に大いに賑わいます。

広野町下北迫字大谷地原 65-3
休 月曜、年末年始
時 5 〜 8 月 9:00 〜 17:00 ／ 9 〜 4 月 9:00 〜 16:00
交 JR 常磐線 広野駅から車で約５分
問 二ツ沼総合公園　☎ 0240-27-2131

海を眺めて、しばし散策。

ひろの防災緑地
津波により被災した広野駅東地区
に、防災力を高めるために海岸堤
防や県道とともに整備されました。
クロマツなどが育つ緑地帯は、海も
町も見渡せる遊歩道になっています。

広野町下浅見川地内
交 JR 常磐線 広野駅から徒歩約 10 分
問 福島県富岡土木事務所　☎ 0240-23-5558

みかんがたわわに実る温暖なまち。
地域とつながる憩いのスペース。

夢と希望の南国フルーツ。

トロピカルフルーツミュージアム
東日本大震災と原発事故後の農業と観光の再
生に向けて、バナナなど南国フルーツの栽培に
取り組んでいます。夢と希望のつまったバナナ

「綺麗」は、週末限定で購入することができます。
広野町下北迫字大谷地原 65-3

休 月曜（祝日の場合は営業）
時 9:00 〜 16:00
交 JR 常磐線 広野駅から車で約５分
問 広野町振興公社　☎ 0240-23-7704

絶景
スポット
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お土産に
みかん果汁
100%ジュース

日本酒鶩
広野町
イメージキャラクター

ひろぼー

みかん

ジャム
マーマレード

あひる

広
野
駅

県天然記念物の
大カヤ。

みかんの丘

中央体育館

総合
グラウンド

広野小
広野町役場

実は化石の町でもある
広野町。役場１階の
ロビーにはチンタオサ
ウルスのレプリカが！

駅東側
開発地区

駐在所

修行院

鹿嶋神社

浜
街
道

浅見
川

東側はモダンな
広場、周りはのど
かな田園風景。

県立ふたば未来学園
中学校・高等学校
(カフェふぅ)

かわいい顔♪

唱歌
「汽車」
歌碑

北迫地蔵尊

姥嶽蛇王
神社

手作りケーキやオリジナ

ルブレンドが自慢の高校

生たちが運営するカフェ。

誰でも利用できます！

天明の大飢饉の際に

建立されたと言われ

ています。「イボ取り

地蔵」とも呼ばれ親

しまれています。

太平洋から昇る朝日

も、広野町の山々に

沈む夕日も見渡せる

絶景スポット。

北迫川

防
災
緑
地
遊
歩
道

至
楢
葉

至いわ き駅方面至いわき駅方面

至楢葉町 至Ｊヴィレッジ駅

ガソリンスタンド コンビニエンスストア

レトロな駅舎

童謡
「とんぼの めがね」
歌碑

広野 中学校

ひろの
てらす

サッカー日 本代表
専属シェフ の
代表カレー。

広
野
停
車
場
線（
駅
前
商
店
街
）

こちらの
散歩道も
おすすめ。

国道６号の
地下横断歩道

壁には
小学生の描いた
町ゆかりの絵が。

広野町の文教地区。
坂はきついが、丘の
上からの太平洋の
眺めは最高！

急な 坂

急な坂

駅から
徒歩約１５分

駅から
徒歩約１0分広野駅周辺

３代目
奥州日之出の松

浅見川渓谷方面へ

駅から
車で約１５分

Pickup
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サッカーナショナルトレーニングセンターJヴィレッジを
はじめ、天神岬スポーツ公園など開放感あふれる観光
スポットが点在。笑ふるタウンならはを中心に新たなまち
づくりも進んでいます。

郷愁誘う懐かしの味。

マミーすいとん
鶏肉とゴボウにしょうゆベースのや
さしい味付け。Ｊヴィレッジでのサッ
カー日本代表合宿の際、当時のトル
シエ監督が「故郷のおばあちゃんの
味」と気に入り、命名されました。
問 楢葉町 新産業創造室　
　☎ 0240-23-6105

サツマイモで農業再生へ。

甘藷貯蔵施設 
（ならはおいも熟成蔵）
町の新たな特産品にしようと、作付面積を年々拡
大しているサツマイモ栽培。2020 年 9 月に誕生
した国内最大級の貯蔵施設では、最大 1260 トン
のサツマイモを貯蔵することができます。

楢葉町前原字浜城 1
交 JR 常磐線 木戸駅から徒歩約 10 分
問 楢葉町 産業振興課　☎ 0240-23-6104

もっと、エンジョイ！スポーツ

ならはスカイアリーナ
アリーナ、温水プール、フィットネスジム、屋内遊
具施設を備えた、2019 年に誕生した複合型ス
ポーツ施設。スポーツを通じて、仲間・家族・世
代をつなぐ交流拠点施設です。

楢葉町大谷字上ノ原 16
休 水曜
時 9:00 〜 21:00
交 JR 常磐線 竜田駅から車で約 5 分
問 ならはスカイアリーナ　☎ 0240-23-7966

新たなまちの中心地。

笑
え み

ふるタウンならは
さまざまな生活機能を集約させた新たなまちの中
心地。町民のワークショップから生まれた新しい
町のシンボル「みんな交流館ならはCANvas」や

「ここなら笑
しょうてんがい

店街」などが一体となっています。
楢葉町北田字中満地内

休ならは CANvas（毎月第２・第４火、年末年始）
時 9:00 〜 21:00 ※商業施設は店舗により異なる
交 JR 常磐線 竜田駅から徒歩約 15 分
問 一般社団法人ならはみらい　☎ 0240-23-6771

手ぶらで BBQ
オートキャンプ場とフリーキャンプ場を備えた天神岬スポーツ公園
で、手ぶらでバーベキューを楽しめます。軍手や木炭、食器もセット
になっており、牛肉と豚肉の2コースから好きなコースを選べます。

楢葉町北田字上ノ原 27-29
交 JR 常磐線 竜田駅から車で約 5 分
問 天神岬スポーツ公園　☎ 0240-25-3113（事前予約）　

遡上する鮭の群れよ再び。

木戸川鮭簗
や な

場
ば

国内有数の鮭捕獲数を誇り、遡上
の時期には多くの観光客が訪れて
いた木戸川。避難指示解除後、稚
魚の放流を本格的に再開し、漁獲
量を回復する取組が続いています。

楢葉町前原字中川原 68
交 JR 常磐線 木戸駅から車で約 5 分
問 木戸川漁業協同組合　☎ 0240-25-3414

四季折々 に美しい。

木戸川渓谷 
新緑や紅葉など、四季折々に美しい
渓谷。約 3 キロの遊歩道が整備され
ており、雄滝・雌滝や町指定文化財
であるじい杉ばあ杉をはじめとした
雄大な自然に触れることができます。

楢葉町上小塙地内
交 JR 常磐線 木戸駅から車で約 20 分
問 楢葉町 新産業創造室　☎ 0240-23-6105

進む新たなまちづくり、より元気な　葉へ。
思い立ったら、キャンプへGo！

潮風吹き抜ける開放感。

天神岬スポーツ公園・サイクリングターミナル
雄大な太平洋を一望できる公園内には、アドベン
チャー広場や広大な芝生広場、サイクリング、ドッ
グラン、キャンプ場、バーベキュー場が整備されて
います。なかでも予約をすれば手ぶらで OK の開放
感あふれるバーベキューは大人気。

楢葉町北田字上ノ原 27-29
交 JR 常磐線 竜田駅から車で約 5 分
問 天神岬スポーツ公園
　☎ 0240-25-3113

眺望抜群、美肌の湯。

天神岬温泉しおかぜ荘

太平洋を眺めながら浸かる露天風呂
が自慢の日帰り天然温泉。黄褐色の
塩化物泉で肌がしっとりする美肌の
湯として知られています。サイクリン
グターミナルに併設しています。

花びらが染める桜色の水面。

上繁岡大堤
町内の桜の名所として知られています。池の周辺を囲うように
桜が植えられており、花が散る頃になると桜色に染まる水面
がそれは見事。白鳥の飛来地としても有名で、冬には多くの
白鳥が静かに羽を休めます。

楢葉町上繁岡字堤袋地内
交 JR 常磐線 竜田駅から車で約 10 分
問 楢葉町 新産業創造室　☎ 0240-23-6105

　葉の土産物を買うなら！

道の駅ならは
国道 6 号線沿いにあり、物産館と温泉施設を併設しています。
フードコート、キッズコーナー、人気のアイスショップのほか、
楢葉町の農産物や特産品を中心にお土産などが豊富に揃います。

楢葉町山田岡字大堤入 22-1
休 年中無休
時 時間は店舗により異なる
交 JR 常磐線 木戸駅から徒歩約 15 分
問 道の駅ならは　☎ 0240-26-1126

開放感あふれるまちに旅の楽しみ広がる。

　葉町のさらに詳しい情報はこちらから… ・楢葉町 https://www.town.naraha.lg.jp/ ・一般社団法人ならはみらい https://narahamirai.com/

E-7

E-7

E-7

E-6 E-7 E-7

E-6

D-7

E-7

E-7

絶景
スポット

絶景
スポット

竜
田
駅

木
戸 

駅

ならは
スマートIC

木戸駅・竜田駅周辺

町内観光の便利なアクセス

JR竜田駅、木戸駅、Jヴィレッジ、
ならはCANvasなどに電動アシ
スト付のシェアサイクルが設置
されています。（有料）

ホームに天守閣が！?

みるーる天神

常
磐
自
動
車
道

天神岬展望台。
海と平野の両方を
見渡せる。

新しく整備された
道路はドライブに最適！

天神岬
スポーツ公園

井出浜海岸

井出川

至富岡駅至富岡町至常磐富岡ＩＣ

←木戸川渓谷へ

大楽院

10月中旬～11月中旬に
は販売所がオープン。
新鮮なサケの切り身や
イクラなどを販売します。

災害復旧で堤防が整備
されました。井出川河口
の静かな砂浜は町の
ＣＭのロケにも使われた
朝日のビューポイント。

北田天満宮

天神大橋

甘しょ
貯蔵施設

津之神社河岸稲荷

浜
街
道

田んぼアート

龍田神 社

ここなら
笑店街

木
戸
川
橋

ならはCANvas

竜田駅から
車で約５分

夜はＬＥＤ

ライトに照ら

され幻想的。

周辺では
サツマイモ栽培が
進んでいます。

丘の上に大屋根が輝く
体育施設。

７～８月が
見頃。

至Ｊヴィレッジ駅至広野町 至広野町至広野ＩＣ

道の駅
ならは

商業施設、交流施設、災害公営住宅
などを備えたコンパクトシティー

体験ワークショップや
展示会など、さまざまな
イベントを開催しています。
詳しくはＷｅｂで！

カントリー
エレベーター

ならは
スカイアリーナ

笑ふるタウン

笑ふるタウン ならは
えみ

みんなの交流館　ならはCANvas

木戸八幡神社

真言宗豊山派の寺。
年中行事だけでなく、
護摩供ワークショップ
やライブイベントなど
も開催。

欄干 に鮭踊る
木戸 川の
ビュースポット。

鮭のやな場

葉町役場

木戸川

2020年完 成の
駅舎。周 辺に
は飲食店 も。

Pickup

お土産に

　葉町
マスコットキャラクター

ゆず太郎
ゆず製品各種

日本酒 
　楢葉の風



8 9

お土産にたまねぎドーナツ

富岡町
マスコットキャラクター

とみっぴー

日本酒

天の希
てん き

浜鶏ラーメン
はまどーり

きざし
スパークリング

清酒 萌

双葉郡のほぼ中央に位置する富岡町には、東京電力廃炉
資料館、ふたばいんふぉなど、東日本大震災の影響と郡内
の復興への歩みを発信する施設があります。夜の森の桜も
有名で、双葉郡の春を象徴する名所でもあります。

素晴らしい風景をもう一度。

JR夜ノ森駅のツツジ
震災前、夜ノ森駅の線路脇の土手
には、町の花にもなっている色とり
どりのツツジが咲き乱れていまし
た。一度は除染のために伐採されま
したが、株を残していたため徐々に
再生しています。（見頃 5 月上旬〜
中旬）

夜ノ森駅構内
交 JR 常磐線 夜ノ森駅内
問富岡町 産業振興課　☎ 0240-22-2111　　

いのちの限り、咲き誇る。

宝泉寺の紅枝垂れ桜
推定樹齢 900 年、高さ 12.5 メート
ル、幹周り 5 メートル以上の巨木。
町の天然記念物の指定を受けていま
す。900 年もの長い間風雪に耐え続
け、毎年紅く美しい花を咲かせます。

富岡町本岡字王塚 451
交 JR 常磐線 富岡駅から車で約 7 分
問 宝泉寺別院　☎ 0246-56-0180

８年ぶりに元気に再開。

富岡漁港
津波で大きな被害を受けましたが、
2019 年 7 月、8 年 ぶりに再 開し、
釣り船も戻ってきています。漁港から
望む朝日は絶景です。

富岡町仏浜
交 JR 常磐線 富岡駅から徒歩約 6 分
問 富岡町 産業振興課　☎ 0240-22-2111　

どこまでも続く桜のトンネル。

夜の森の桜 
樹齢 80 年以上のソメイヨシノが並び、桜のトンネルをくぐるような雰囲気を味
わえます。ライトアップも行われ、幻想的な桜並木が浮かび上がります。震災前
もこれからも福島県を代表する桜の名所です。（見頃 4 月上旬〜中旬）
※桜並木の一部は、帰還困難区域で立入りが
　制限されています。

富岡町夜の森北２丁目
交 JR 常磐線 夜の森駅から徒歩約 5 分
問 富岡町 産業振興課　☎ 0240-22-2111

ワインを核に新たなまちづくり。

とみおかワイン葡萄
栽培クラブ小浜圃場
震災と原発事故を契機に、ワインを
核とした新たなまちづくりを目指し、
新しい農業に取り組んでいるとみお
かワイン葡萄栽培クラブ。太平洋を
見下ろす高台にある小浜圃場を見学
することができます。

富岡町小浜字大膳町 166-1　
交 JR 常磐線 富岡駅から徒歩約 15 分
問 とみおかワイン葡萄栽培クラブ　
　 ☎ 080-2847-1115

勇ましく、そして幻想的。

麓
は や ま

山の火祭り
400 年以上の伝統を誇る福島県指
定重要無形民俗文化財。燃える松明
が夏の夜を赤々と照らし出す町の一
大行事です。毎年８月 15 日に麓山
神社を舞台に盛大に開催されます。

富岡町上手岡字麓山２　
交 JR 常磐線 夜ノ森駅から車で約 10 分
問富岡町 産業振興課　☎ 0240-22-2111　

よ〜く分かる、特定廃棄物。

リプルンふくしま
原発事故により発生した特定廃棄物の埋立処分
事業をわかりやすく学べる体験型情報館。処分
の進捗状況などの最新情報を公開しているほか、
実験教室など様々なイベントを開催しています。

富岡町上郡山字太田 526-7
休 月曜、年末年始
時 9:00 〜 17:00
交 JR 常磐線 富岡駅から車で約 7 分
問リプルンふくしま　☎ 0240-23-7781 

双葉郡のこれまでとこれから。

ふたばいんふぉ
双葉郡８町村の現状を伝えるために開
設された民営の情報交流拠点。原発
事故後の双葉郡の歩みをリアルに知る
ことができます。双葉郡の土産物も販
売しています。

富岡町小浜字中央 295
休 日曜
時 11:00 〜 18:00
交 JR 常磐線 富岡駅から徒歩約 10 分
問 ふたばいんふぉ　☎ 0240-23-6612 

富岡ツアー
21メートルの津波の跡が残る小浜海岸、バリケードで区切られ
た夜の森の桜並木、休校となり草木が茂る県立富岡高校など、
東日本大震災の影響が残る富岡町内を語り人

べ
が案内します

( ※要予約 )。詳しくは、事前にご相談ください。
富岡町小浜字中央 416 さくらモールとみおか内

交 JR 常磐線 富岡駅から徒歩約 12 分
問 富岡町３.11を語る会　☎ 0240-23-5431

いま振り返る、原発事故。

東京電力廃炉資料館
原子力発電所事故を振り返り、その教訓と廃炉作業の現状を発信していくため
に、2018 年 11 月に設置されました。映像や模型により、事故当時の発電所
内の状況を知ることができます。

富岡町小浜字中央 378　
休 毎月第３日曜、年末年始
時 9:30 〜 16:30
交 JR 常磐線 富岡駅から徒歩約 15 分
問 東京電力廃炉資料館　☎ 0120-502-957

語りを通して、町の現在が見える。

4月上旬の桜まつりでは、よさこいなども披露されます。

双葉郡の中央に位置する桜のまち。

富岡町

震災前

風景を変えた災害の威力。

ろうそく岩跡
風光明媚な小浜海岸のシンボルで
あったろうそく岩は、東日本大震災
により崩落し、現在は土台を残すの
みです。大きく変わった風景が災害
の威力を物語ります。

富岡町仏浜
交 JR 常磐線 富岡駅から徒歩約 6 分
問 富岡町 産業振興課　☎ 0240-22-2111　

富岡町のさらに詳しい情報は
こちらから…

・一般社団法人
  とみおかプラス https://tomioka-plus.or.jp/

・富岡町
  https://www.tomioka-town.jp/

・富岡町観光協会
  https://tomioka-tourism.com/

E-5

E-5

E-5

E-6

E-6 E-5

F-5

E-6

F-5

F-6 E-5・6 F-5・6

富
岡
駅

中央商店街で最古の
建物で町文化財指定。
一般公開され町の歴史
も知ることができます。

潮風吹き抜ける高台のぶどう畑。

野球場、テニスコート、
体育館などのスポーツ施設が
充実！合宿に最適。

富岡駅から北の
夜ノ森駅〜大野駅〜
双葉駅の区間が2020年
3月に再開しました！

常磐線が東西方向に
走るめずらしい区間

車の頭上を電車が横切ります。

至大熊町

至夜ノ森駅

至常磐
  富岡IC

至楢葉町 至竜田駅

公設民営型の複合
商業施設。町の復
興拠点として地域
住民の暮らしを支え
ています。

竹駒稲荷神社など
３つの神社を祀る。
春は桜が美しい。

日吉神社

ハローワーク
富岡

ふたばいんふぉ

県立富岡高校
(休校中)

社会福祉協議会の
裏手にひっそりと
たたずむ目の神様。

スポーツの強豪校で、
震災で休校となりました
が「富岡魂」はふたば
未来学園高校に引き継
がれています。

2020年から栽培が
始まったほ場。
常磐線の車窓から
眺めることができます。

津波で大きな被害を受け
再建された駅舎。被災の様
子を町役場隣の学びの森で
ＶＲ体験できます。

海岸線の
ビュースポット。

欄干には町の鳥で
あるセキレイの
かわいい像。

ワインぶどう葡萄
小浜ほ場

小浜代遺跡

宇宙桜
(きぼうの桜)

富岡消防署
せきれい
大橋

学びの森
(文化交流センター)

富岡町役場

ふたば
医療センター

富岡町
アーカイブ施設
(2021年夏開館予定)

ろうそく岩跡

富岡漁港

子安橋

総合スポーツ
センター

さくらモール
とみおか

災害公営住宅
廃炉
資料館

双葉
警察署

東日本大震災
慰霊碑

龍台寺

大原本店
旧店舗

ワインぶどう
駅東ほ場

八幡神社

下町三社
の杜

富岡駅周辺

富岡川

Pickup
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お土産に

いわな塩焼きサブレ

日本酒 歸宴
蕎麦
ビール

かえるのうたげ
川内村
マスコットキャラクター
自然の村長

モリタロウくん

清流の恵み、思う存分。

いわなの郷
清らかな自然の中で幻の魚と言われ
るイワナを養殖しています。イワナ
釣りを楽しめる釣り堀、イワナ料理
を堪能できるレストラン、宿泊でき
るコテージなどがあります。

川内村上川内字炭焼場 516
休 水曜、年末年始（釣堀は冬期休業）　時 9:00 〜 16:00
交 常磐自動車道 常磐富岡 IC から車で約 35 分
問 いわなの郷　☎ 0240-38-3511

川内村

心平の蔵書3000冊を収める。

天山文庫
美しいロケーションに溶け込む、趣ある茅葺き屋根
の施設です。川内村の人々と豊かな自然を愛した詩人・
草野心平が村に寄贈した蔵書の保管場所として建て
られ、生前の心平もたびたび滞在しました。

川内村上川内字早渡 513
休 月曜日、年末年始
時 9:00 〜 16:00
交 常磐自動車道 常磐富岡 IC から車で約 30 分
問かわうち草野心平記念館　☎ 0240-38-2076

かえるの詩人の足跡を知る。

草野心平資料館
草野心平と 30 年以上親交のあった高村光太郎との交遊を記録した膨大な写真
や川内村と心平の深いつながりを示す資料などを展示しています。また心平が
経営していた「Bar 学校」の再現コーナーも見ることができます。

川内村上川内字早渡 513
休 月曜日、年末年始　時 9:00 〜 16:00
交 常磐自動車道 常磐富岡 IC から車で約 30 分
問かわうち草野心平記念館　☎ 0240-38-2076

酒樽を利用して書棚に改造した
樽文庫もあります

「Bar 学校」を再現したコーナー

沼のほとりにある草野心平歌碑

貴重なモリアオガエルの生息地。

平
へ

伏
ぶ す ぬ ま

沼
海抜 842 メートルの平伏山の山頂にあり、神秘的な雰囲気
が漂います。落葉広葉樹に囲まれ、希少なモリアオガエル
の繁殖地として国の天然記念物に指定されています。６〜７
月の産卵期には、水辺の枝に珍しい泡状の卵が見られます。

川内村上川内平伏森地内
交 常磐自動車道 常磐富岡 IC から車で約 50 分
問 川内村教育課 生涯学習係　☎ 0240-38-3806

天山祭り
天山文庫の落成を記念して始まり、草野心平の没後は心平を偲ぶ祭り
として毎年7月第2土曜に開催されています。酒や山菜が振る舞われ、
詩の朗読や伝統芸能を楽しみながら、食べて飲んで語り合います。

天山文庫 前庭（川内村上川内字早渡 513）
交 常磐自動車道 常磐富岡 IC から車で約 30 分
問 川内村教育課 生涯学習係　☎ 0240-38-3806

村人に愛され続ける心平先生。

ゆったり、和みのひと時。

かわうちの湯
ジェットバス、寝湯、岩塩サウナな
どがあり、ゆったりとくつろげる温
泉施設。アルカリ成分が高くお肌が
ツルツルになるので“美人の湯”と
も呼ばれています。

川内村上川内字小山平 501
休 火曜　時 10:00 〜 21:00　
交 常磐自動車道 常磐富岡 IC から車で約 25 分　問 かわうちの湯　☎ 0240-39-0103

幻の大イワナ、棲む川。

千
せ ん の う

翁川 
川の両岸に、ミズナラ、ブナなど豊かな雑木林が広がります。水は真夏でも冷た
く、イワナの姿をあちらこちらで見ることができます。

川内村上川内字大根森地内　
交 常磐自動車道 常磐富岡 IC から車で約 40 分
問 川内村 産業振興課　☎ 0240-38-2112

自然と水のふるさとを走ろう！

川内の郷かえるマラソン

アットホームな大会ながらも県内外
から1500 人以上が参加し、毎年 4
月に開催されます。村と同じ名字の
川内優輝選手や吉田香織選手がゲス
トランナーとして来村します。

川内ヘリポート ( 川内村上川内字早渡 11-4)
交 常磐自動車道 常磐富岡 IC から車で約 25 分
問 かわうちラボ　☎ 0240-23-7040

豪華アーティストも登場！？

BON・DANCE
豪華アーティストによる音楽・ダン
スなどのステージ、露天、打ち上げ
花火などが楽しめる村の夏祭り。盆
ダンス ( 盆踊り ) に参加すると、大
抽選会に参加できます！

川内村ヘリポート周辺
時 8 月 15 日
交 常磐自動車道 常磐富岡 IC から車で約 25 分
問 川内村 BON DANCE 実行委員会 bondance01@gmail.com

2020年、待望のワイン初醸造。

高田島ヴィンヤード
標高750メートルの広大な土地で
2016年からワインぶどう栽培を始め
ました。シャルドネ、メルローなどこ
れまで約11,000本の苗木を植え、
2020年初めて収穫したぶどうで、
待望のワイン醸造が始まります。

川内村上川内字大平 11　交 常磐自動車道 常磐富岡 IC から車で約 45 分
問かわうちワイン株式会社　info@kawauchi-wine.jp　（見学の際は要事前連絡）

カエルのむらのかけがえのない場所。

貴重なモリアオガエルが生息する平
へ ぶ す ぬ ま

伏沼、イワナの棲む
千
せんのう

翁川など豊かな自然が広がります。かえるの詩人として
知られる故草野心平とゆかりが深く、天山文庫や天山祭
りに多くの心平ファンが足を運びます。

どこか懐かしくこころ和む村。

川内村のさらに詳しい情報は
こちらから…

・一般社団法人かわうちラボ
  https://www.k-labo.or.jp/

・川内村
  http://www.kawauchimura.jp/

・川内村観光協会
  http://kawauchimura.com/

絶景
スポット

B-5

C-6 A-4

B-5

B-6 B-6

B-6

C-5

C-6

C-6

五社の杜
サポート
センター

ブドウ畑までは村役場か

ら車で約２０分。その先に

は３６０°の展望を楽しめる

高塚高原も。

すわの杜公園

ショッピング
センター
YO-TASHI

川内
中学校

川内
小学校

駐在所

ヘリポート

林の大杉
いわな の郷

あれ・これ市場

草野心平
資料館

かわうちの湯

川内村役場

総合グラウンド

もりたろうプール

天山文庫

手作り小物や川内村

グッズなど、野菜以外

のお土産なども数多く

取り揃えています。

２５メートル×６コースの室内

温水プール。小さな子どもで

も泳げる幼児用プールも完備。

高さ５４メートル、周囲６
メートルの大木。坂ノ上田
村麻呂が大多鬼丸討伐の
戦勝を祈願して植えたもの
とされています。

渓流にしか生息してない幻の魚

イワナを養殖しており、釣り堀

でのイワナ釣りを楽しめます。

釣り堀で釣り上げたイワナをそ

の場で食することができます。

かわうちの湯からすわの杜公園までは遊

歩道が整備されており、四季折 の々眺めを

楽しみながらウォーキングが楽しめます。

川内ヘリポートから五社の杜サポートセン

ターまでの１.５キロは、川内村のふるさと大

使でもあるマラソンランナー川内優輝さんに

ちなんで「川内優輝ロード」と名付けられ

ています。かえるマラソンでは、このコース

をランナーと川内さんが一緒に走ります。

小白井川

木
戸川

渓谷方面は

道幅注意！

至田村 市都路・葛尾村

至
富
岡
町

至いわき市

村役場から
車で約７分

村内には
村のキャラク ター
｢モリタロウ｣ くんの
マンホールが！
探してみてね。

木戸川沿いをウォーク＆ラン！

かえるの散歩道（健康ウォーク遊歩道）

川内優輝ロード

ここにも特別な
マンホールが…

←高塚高原へ

←
平伏沼
千翁川へ

自然探勝が楽しめる
千翁川の渓谷までは
村役場から車で約５分。
(平伏沼までは車で約３０分)

川内村役場周辺

Pickup
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お土産に

大熊町
マスコットキャラクター

おおちゃんくうちゃん

いちご

会津木綿の
ぬいぐるみ　

あいくー

※あいくーは現在、通販のほか、
　双葉町産業交流センター内売店で販売しています。

それは見事な桜の競演。

坂下ダム
町の桜の名所として知られ、４月頃ダム湖畔に約 500 本のソメイヨシノが咲き
誇ります。他にもシダレザクラ、ヤマザクラ、ヤエザクラなどが咲き競い桜の
競演が楽しめます。6 月から７月にかけては紫陽花が見頃を迎えます。

大熊町大川原字手の倉 125
交 JR 常磐線 大野駅から車で約 15 分
問 坂下ダム管理事務所　☎ 0240-32-2318

ダムカードがもらえる！
1973 年に灌漑と発電用に建設された坂下ダム。
ダム好きの中で話題のダムカードは、平日は坂下
ダム管理事務所で、土日祝日は大熊町役場で配布
しています。

期待ふくらむ「新たな特産品」
2020年9月、大川原地区の43アールの水田で初めて酒米が収穫
されました。全国の皆さまと町の避難先だった会津若松市への感
謝の気持ちも込めて、同市の酒蔵に醸造を委託し、2021年に「会
津娘 帰忘郷」としてお披露目される予定です。
※初年度は試作品のみ。販売は今後検討されます。
問おおくままちづくり公社　☎ 0240-23-7101

避難先への恩返し、日本酒「帰
き

忘
ぼ う

郷
きょう

」。

豪農の暮らしぶりを伝える。

石田家住宅、渡部家住宅
江戸末期から昭和初期にかけて、豪農の暮らしを伝える建築物
として、どちらも国の登録有形文化財に登録されています。
※住宅内部はご覧いただけません。

【石田家住宅】（左の写真）
大熊町大川原字西平 160

交 JR 常磐線 大野駅から車で約 10 分
問 大熊町 教育総務課　☎ 0240-23-7532

【渡部家住宅】（右の写真）
大熊町大川原字南平 275

交 JR 常磐線 大野駅から車で約 10 分

本殿を取り囲む御神木。

大山祇神社の大杉
相馬藩がこの地を領地とした際に建
立されたと言われています。境内に
は御神木の６本の大杉があり、その
うち 2 本は幹回りが 5 メートル 86
センチもある大木です。

大熊町大川原字南平 15-1
交 JR 常磐線 大野駅から車で約 10 分
問 諏訪神社　☎ 070-3898-1656

元気を届ける、大川原の夏の顔。

ヒマワリ畑 
震災が起きた 2011年から大勢のボランティアにより続けられているプロジェク
ト。県道 35 号線沿いに広がる広大な農地一面をヒマワリの黄色い花が埋め尽
くします。毎年８月中旬頃に見頃を迎え、訪れる人たちに元気を届けています。

大熊町大川原字南平地内（県道 35 号線沿い）
交 JR 常磐線 大野駅から車で約 10 分
問 大熊町ひまわりプロジェクト事務局（大熊町 産業建設課）　☎ 0240-23-7137

大熊町の新名物！いちご。

いちご植物工場
太陽光を利用した植物工場で、年間を通して
栽培しています。いちごは 12 月から 5 月に
かけて、直売所（火・木・土 12 〜 13 時）、役
場前のヤマザキショップ（月・水・金）、道の
駅ならは（土・日）で購入できます。※いちご
狩りは行っていません。

大熊町大川原字西平 2127
交 JR 常磐線 大野駅から車で約 10 分

問ネクサスファームおおくま　☎ 0240-23-7671

ふるさとの祭りはいいもんだ。

なつ祭りinおおくま
大熊町へ来ていただくきっかけに！
出会いと再会を喜び合う夏祭り。
町役場前の広場に屋台が並び、盆踊
り、町出身ミュージシャンのステー
ジ、BBQなどで盛り上がります。

大熊町役場みんなの広場
　（大熊町大川原字南平 1717)
交 JR 常磐線 大野駅から車で約 10 分
問 おおくまコミュニティづくり実行委員会　
　 事務局　☎ 0240-23-7101

大熊町
役場庁舎をはじめ公営住宅、交流・商業施設、医療・福祉
施設などが集積する大川原地区を中心に、周囲に大規模な
ソーラー発電や太陽光を利用した植物工場などが建設され、
新たなまちづくりが着実に進んでいます。

新たなまちづくりを一歩一歩。

正しく知ろう、中間貯蔵。

中間貯蔵工事
情報センター
除染で発生した廃棄物等を安全に
貯蔵する中間貯蔵施設について、映
像などでわかりやすく学べます。大
熊町や双葉町の歴史・文化の紹介
コーナーもあります。

大熊町小入野字向畑 256
休 日曜、月曜、年末年始　
時 10:00〜16:00※当面見学は事前予約制
交 JR 常磐線 大野駅から車で約 10 分
問 中間貯蔵工事情報センター
　 ☎ 0240-25-8377

絶景
スポット

絶景
スポット

大熊町のさらに詳しい情報はこちらから… ・大熊町 https://www.town.okuma.fukushima.jp/ ・一般社団法人おおくままちづくり公社
　https://www.okuma-machizukuri.or.jp/page1

D-5

E-5

E-5

E-5

E-5

E-5

E-5

9年ぶり、待望の再開。

JR大野駅
2020 年３月 14 日、９年ぶりに営
業再開。無人駅ですが、｢話せる指
定席券売機｣ があり、Suica が利用
できます。駅から大川原地区への生
活循環バスが毎日運行しています。

大熊町下野上字大野
交 JR 常磐線 大野駅内
問 大熊町 企画調整課（バス）
　 ☎ 0240-23-7586

E-4

新しいまちづくり、始まる。

大川原地区復興拠点
町役場新庁舎のほか復興公営住宅
等が整備され、新たなまちづくりの
拠点となっています。2020 年 4月
には福祉関連施設が開所し、現在も
商業施設や宿泊・温浴、交流施設等
の整備が進められています。

大熊町大川原字南平
交 JR常磐線　大野駅から車で約10分
問 大熊町 企画調整課  ☎0240-23-7586

E-5

このてひばの
ひーちゃん

坂下ダム
施設管理事務所

いちご植物工場

至大熊IC至国道288号 至大野駅

石田家
住宅

渡部家
住宅 大熊町役場

ヒマワリ畑
メガソーラー

ソーラーパネル
展望台

山
麓
線

サ
ン
ロ
ク

公営墓地
入口

町役場から
車で約５分

JR大野駅と大川原復興拠点、JR

富岡駅の間を結ぶ生活循環バス

が毎日運行しています。（町民以外

も利用可能）

日が沈み辺りが暗くなると、

たくさんの淡い光が飛び交

う美しい光景を見ることが

できます。（6月頃）

実証田

蛍の里

大川原地区
復興拠点

常磐富岡IC

エネルギー作物
実証圃

頭森の
ため池

熊川

坂下
ダム

大川原川

巨大ビニールハウス
はまさに工場！

ひーちゃんの周りには
趣のある民家が点在。
イルミネーションもきれい。

町民と福島高専の生徒

たちが色とりどりの花畑

を作り、訪れる人たちに

笑顔を届けています。

常
磐
自
動
車
道

至富岡町

八幡神社

大山祇神社

大川原地区復興拠点
2019年4月の避難指示解除後、町役場新

庁舎中心に発展を続ける大熊町の新た

な拠点。公営住宅のほか、福祉施設や

商業施設の整備が

進められています。

震災前、地区の盆踊りが

行われていた場所。震災

後は「おおくまでバーベ

キュー！」を開催。

稲作再開を見据え実証栽

培が行われている水田。

収穫米はもちつき大会な

どで使われています。

大熊町役場周辺

Pickup
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お土産に

双葉町
イメージキャラクター

フタバくん

双葉ダルマ

ダキシメテフタバ

きらめく海
フタバマリーン

咲きほこる春
フタバサクラ

甲子園を湧かせた
双葉高ナイン

フタバグリーン 2020

町再生へ、「エフ・ビック」始動。

双葉町産業交流センター
町の産業復興や観光交流などの中核を担う複合施設｢エフ・ビック｣。フードコート
やレストラン、土産物店が営業しています。町全体を見渡せる屋上も利用できます。

双葉町中野字高田 1-1　休 年末年始　時 9:00 〜 18:00
交 JR 常磐線 双葉駅から車で約 5 分
問双葉町産業交流センター　☎ 0240-23-7212

犠牲者を悼み、復興へと歩む。

福島県復興祈念公園
東日本大震災の犠牲者を悼む「追悼と鎮魂の丘」を中心に、双葉町、浪江町に
またがる約 50 ヘクタールのエリアで整備が進められています。

双葉町、浪江町（現在は双葉町中野地区内の一部のみ利用可）
交 JR 常磐線 双葉駅から車で約 5 分（シャトルバス運行中）
問 福島県相双建設事務所 道路橋梁課　☎ 0244-26-1218

中野地区へ、らくらくアクセス。

シェアサイクル、シャトルバス、カーシェアリング
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、復興祈念公園
が集まる中野地区。双葉駅からのアクセスが充実していて快適に移動できます。

双葉駅東口
問シェアサイクル、カーシェアリング／双葉町 復興推進課　☎ 0246-84-5203
　シャトルバス／東北アクセス　☎ 0244-23-2964

あの日の経験を、未来の教訓に。

東日本大震災・原子力災害伝承館
2011 年３月に発生した東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所事故。
さまざまな展示物や映像資料等を通して、未曽有の複合災害を経験し復興へと歩ん
できた福島の記録と記憶を、防災・減災の教訓として未来へつないでいく施設です。

双葉町中野字高田 39
休 火曜、 年末年始　時 9:00 〜 17:00
交 JR 常磐線 双葉駅から車で約 5 分
　（シャトルバス運行中）
問 東日本大震災・原子力災害伝承館
　 ☎ 0240-23-4402

タオルで復興を発信「ダキシメテフタバ」
岐阜県に本社を置く浅野撚糸が双葉町と共同開発したタオルは、
特殊撚糸を使い吸水性抜群で、ふんわり癒やされる使い心地。
現在、中野地区復興産業拠点に新工場の建設が進められており
（2022年稼働予定）、工場直営店舗も併設の予定です。
問 浅野撚糸　☎ 0584-64-2279
※タオルマフラーを双葉町産業交流センターで購入できます

双葉町をPRする新たな商品！

ふるさとの音を奏で続ける。

標
し ね は

葉せんだん太鼓
震災前から長く双葉町を中心に活動
する創作和太鼓集団。震災で団員が
散り散りになりましたが、活動の灯を
ともし続けています。ダルマ市など
町の催しには欠かせない太鼓です。

８年半ぶりに、見事に再建。

両
も ろ た け

竹諏
す わ

訪神社
震災で津波から逃れた住民たちが、壊
れた神社の材木で暖をとり命をつないだ
逸話が残ります。住宅メーカーの支援と
地域住民らの協力により、８年半ぶりに
本殿が美しくよみがえりました。

双葉町両竹字花ノ木 6
交 JR 常磐線 双葉駅から車で約 5 分

次代へ受け継ぐ伝統の舞。

奉納神楽
震災前、町内の各地区で盛んだった
奉納神楽。震災後一度は途絶えて
いた地元の神楽を再開させようとい
う動きが徐々に広がりつつあり、町
の催しで披露されることも。

町の伝統と絆は、避難先のいわき市でしっかりと受け継がれています

相馬氏代々 の鎮守。

相
そ う ま

馬妙
みょうけん

見宮
ぐ う

初
し ょ は つ

發神社
1791( 寛政 3) 年に建てられました。双
葉郡を含む一帯を治めていた相馬氏代々
の鎮守で、町民に馴染みの神社として親
しまれてきました。町復興の礎にと再建
を遂げています。

双葉町長塚町 56
交 JR 常磐線 双葉駅から徒歩約 5 分

ダルマ尽くしの熱い催し。

双葉町ダルマ市
ダルマ神輿や一年の運勢を占う巨大ダルマ引き、双葉ダルマ
の販売など、ダルマ尽くしの催し。このほか伝統芸能の披露
なども行われ、会場は真冬の寒さも吹き飛ばす熱気に包まれ
ます。毎年１月に開催されています。

復興公営住宅 勿来酒井団地 ( いわき市勿来町酒井青柳 )
交 JR 常磐線 勿来駅から車で約 10 分
問双葉町観光協会　☎ 0246-88-9855

双葉の魅力は、ダルマ抜きでは語れない。

双葉町
2020 年 3月、震災から9 年を経て、ようやく避難指示
が一部解除された双葉町。2022 年春の住民の帰還開始
に向け、復興関連施設をはじめとする町の整備が進んでい
ます。

復興関連施設から始まる再生。

双葉町のさらに詳しい情報は
こちらから…

・双葉町 https://www.town.fukushima-futaba.lg.jp/ ・一般社団法人ふたばプロジェクト https://futaba-pj.or.jp/

町内の復興情報を発信。
JR双葉駅／旧駅舎
常磐線の全線再開に合わせて設け
られた新駅舎（写真右側）。旧駅舎

（写真左側）も休憩スペース兼町の
復興情報発信の場として利用され
ています。

双葉町長塚字町西
休 無休　
時 休憩スペース 9:00 〜 16:00
交 JR 常磐線 双葉駅内

F-3

E-3

F-3

F-3

F-3

E-3

（整備イメージ図）

双
葉
駅

至浪江駅 至浪江町

至大熊町

復興シンボル 軸

双葉町中野地区周辺

復興の先駆けとなる拠点エリア。

インフラ整備に貢献する工場

などがすでに稼働しています。

相馬妙見宮　
初發神社

両竹
諏訪神社

もろたけ

仮設
（新山公営駐車場）

浜
街
道

双葉町産業交流
センター

中野地区復興産業拠点

双葉厚生病院
（閉鎖中）

双葉町ふれあい広場

寺内前霊園

東日本大震災原子力災害
伝承館

福島県
復興祈念公園
（予定地）

使用開始エリア

再生可能エネルギー・
農業再生モデルゾーン

仮設
（両竹公民館）

新山城
本城跡

新市街地
ゾーン

まちなか再生
ゾーン

前田川

←常磐双葉IC

双葉町役場
（役場機能を
いわき事務所に移転）

駅に隣接する建物は、

双葉町役場コミュニティ

センター連絡所として開

設され、スタッフが常駐

しています。

自動販売機やトイレが

利用でき、加えて休憩

室の利用もできます。

双葉町は住民の帰還がまだ始まっていないため、町内でのトイレ　
や休憩所　 の場所が限られます。また、特定復興再生拠点地区
以外の帰還困難区域には立入りできません。

農地保全や野菜の
実証栽培の取組が
行われています。

2022年春頃の住民帰

還開始を目指し、双葉

駅の西側に住宅等の

整備を進めています。

双葉駅から双葉町産業交流センターまでの便利なアクセス

●シェアサイクル
（片道約5分～10分）

駅東口と産業交流センターに
貸出ポートあり

JR常磐線の
発着時間に連動

駅東口で貸出（要事前登録）

●シャトルバス
（片道約5分）

●カーシェアリング

………

…………

……
立入規制緩和区域

避難指示解除区域

駅から
車で約５分

駅前の空き店舗を利用した
壁画アートが増殖中！

Pickup
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浪江町
イメージアップキャラクター

うけどん

うけどんの
たまごボーロ

しらす

なみえ焼そば
せんべい浪江町

大漁旗、競りの声、再び港に。

請戸漁港
東日本大震災で起きた津波により、一時はガレキに埋め尽くされた請戸漁港。
それでも漁業の再開をあきらめなかった漁師たちの努力が実り、請戸漁港には
再び大漁旗がなびき威勢のいい競りの声が響くまでになりました。

浪江町請戸字中島
交 JR 常磐線 浪江駅から車で約 10 分
問 浪江町 農林水産課　☎ 0240-34-0246

未来を拓くクリーンエネルギー。

福島水素エネルギー
研究フィールド（FH2R）
世界最大級の水素製造装置を備え
た実証実験施設です。広大な敷地
を埋め尽くす 68,000 枚もの太陽
光パネルから生まれるクリーンな水
素が県内外へ供給されます。

棚塩産業団地内（浪江町棚塩）
交 JR 常磐線 浪江駅から車で約 10 分

まちとともにあり続ける。

大堀相馬焼、磐城壽
津波で酒蔵が流された磐城壽で知られる鈴木酒造
店、避難指示により拠点を失った大堀相馬焼、どち
らも困難を乗り越え、それぞれの避難先で再開して
います。道の駅なみえに2021年3月に完成する地
場産品販売施設では、鈴木酒造店が醸造を再開、ま
た大堀相馬焼の陶芸体験ができるようになります。
問 浪江町 産業振興課　☎ 0240-34-0247

愛されて、半世紀。

なみえ焼そば
半世紀前から地元民に愛されているソウルフー
ド。労働者のために考案された一品で、具材は豚
肉ともやしのみとシンプルながら、極太麺と濃厚
ソースで食べ応えはしっかり、腹持ちもばっちり。
青ひびが入っている大堀相馬焼の皿で提供される
のも特徴の一つです。

見よ、浪江の心意気。

標
し ね は ご う

葉郷野馬追祭
郷と呼ばれる5つの地区から騎馬武者が南相馬市に
集結する相馬野馬追祭。標葉郷に属する浪江町で
は、出陣式や神旗争奪戦などを間近で見ることが
できます。7月の最終土・日・月曜に開催されます。

中央公園 ( 浪江町権現堂字北深町 34-1) 他
交中央公園まで／JR 常磐線 浪江駅から徒歩約５分
問 標葉郷野馬追運営委員会　☎ 0240-35-3321

確かに受け継がれる味と技があります。

新名物 なみえ焼そばパン
なみえ焼そばソフト

極太麺にこってり濃厚ソース。町のソウルフードであるなみえ焼
そばをパンにはさんだ「なみえ焼そばパン」。一味唐辛子が意外
なマッチングの「なみえ焼そばソフト」もぜひお試しください。

道の駅なみえ ( 浪江町幾世橋字知命寺 60)
交 JR 常磐線 浪江駅から徒歩約 15 分
問 道の駅なみえ　☎ 0240-23-7121

“なみえ焼そば”は何にでも合う！？

後世へ残す請戸の記録。

震災遺構 請戸小学校　
東日本大震災の伝承のため震災遺
構として保存が決まった請戸小学
校。大津波の被害を受けた校舎は、
2021 年度以降の一般公開へ向け内
外装の改修工事が行われています。

浪江町請戸字持平 56
交 JR 常磐線 浪江駅から車で約 10 分

高台から、あの日を想う。

大平山コミュニティ広場
震災で浪江に到達した津波の高さ
は最大 15.5 メートル。高台にある
広場下まで津波が到達しました。遠
くに請戸小学校を望めば、大津波
の凄まじさが感じられます。

浪江町請戸字北舘ノ内及び
　南舘ノ内地内
交 JR 常磐線 浪江駅から車で約 10 分
問 浪江町 まちづくり整備課
　☎ 0240-34-0243

まちに春を告げるさくら。

請
う け ど

戸川リバーライン
請戸川の土手、約 1.5 キロにわたり約 120 本のソメイヨシノが咲き
誇ります。｢ふくしまの遊歩道 50 選｣ にも選ばれていて、春は絶好
の散歩コースとなり、夜はライトアップも行われます。4 月上旬から
5 月上旬にかけて見頃を迎えます。

浪江町権現堂字下川原付近　
交 JR 常磐線 浪江駅から車で約 5 分
問 浪江町 産業振興課　☎ 0240-34-0247

東は太平洋、西は阿武隈山系の稜線まで延び、双葉郡で
最も広い面積を有します。震災前は福島県内でも漁業の
盛んなことで知られていました。震災と津波を乗り越え、
請戸漁港の再開や道の駅なみえのオープンなど活気が戻っ
てきています。

漁師町に戻る活気と希望。

市場の評価の高い｢常
じょうばん

磐もの｣の中でも
｢請戸もの｣は人気が高い !

緑に囲まれた厳かな拝殿。

標
し ね

葉
は

神社
東参道の竹藪を抜けると現れる重
厚な本殿。すぐ横の蔵では、氏子
総代により“どぶろく”が仕込まれ
春に奉納祭が開催されます。手水
舎の勇ましい龍も必見。

浪江町苅宿字鹿畑 127　
交 JR 常磐線 浪江駅から車で約 5 分

浪江町のいまがわかる。

道の駅なみえ
浪江産の新鮮な野菜や海産物が手に入る充実の産地直売所、なみえ焼そばや
海鮮丼などを堪能できる人気のフードテラスなど、浪江の魅力がぎっしり。モ
ノや人が集まる復興のシンボルであり、新生・浪江の発信地です。2021 年 3
月には、酒蔵や陶芸体験のできる施設が完成します。

浪江町幾世橋字知命寺 60
休 水曜　時 10:00 〜 19:00（店舗により異なる）　
交 JR 常磐線 浪江駅から徒歩約 15 分
問 道の駅なみえ　☎ 0240-23-7121

絶景
スポット

浪江町のさらに詳しい情報はこちらから… ・浪江町 https://www.town.namie.fukushima.jp/ ・地域情報発信サイトなみえまるみえ
  https://www.730.media/
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E-3

E-3

F-3

F-3

F-3

F-3

至南相馬市

至
双
葉
町

至双葉駅

至
仙
台
市

至浪江IC

浪江駅

なみえまるみえ
情報館

騎馬武者が
行列！進軍！

浪江を彩る注目スポット
常磐道近くの立野地区には、
広大な農地に四季折々の花畑
が広がります。春は菜の花、夏
はヒマワリ、秋はソバの花など、
さまざまな彩りを楽しめます。

浪江駅周辺

駅から
車で約15分

キッズスペースや交流

サロンがあり、最新の

観光情報や復興情報

もゲットできます！

八坂神社

請戸川

高
瀬
川

常福寺

中 央公園
新
町
通
り

浪江町地域
スポーツセンター

請戸川リバーライン

請戸川リバーライン沿いを

会場に「なみえ春まつり」

が開催され

花火も打ち上

げられます。

室町時代は、標葉氏の居城があった。

江戸末期から震災前まで裸参りの

拠点となりにぎわっていた神社。現在

はひっそりと町を見守ります。

2019年に社殿 が再建され
ました。田植 踊が保存会
により継承さ れています。

美しい庭園と立

派な松の木が参

拝者を出迎えま

す。鐘楼の鮮や

かな天井画や彫

刻も見どころ。
国道114号には
電気自動車の
バッテリーを
再利用した街
路灯。

野馬追祭の
標葉郷本陣。

国道114号沿いや浪江
駅周辺では飲食店が
再開しています。

役場前では、３月中旬
には濃いピンクの紅房
桜が見られます。

浪江町の
観光情報は
ここでゲット！

メインアリーナ、サブアリーナ、

トレーニングルームなど、合宿

などにも利用できます。

浪江駅から南の双葉駅～

大野駅～夜ノ森駅の区間
が2020年3月に再開！

←請戸
漁港へ

浪江神社

コウノト
リを

イメージ

道の駅なみえ

浪江町役場

駅から
徒歩約1５分

Pickup
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　尾村
イメージキャラクター

しみちゃん

日本酒 
でれすけ

甘酒ノマッシェ

凍み餅

休耕田に広がる、
赤いカーペット。

クリムゾンクローバー

いちごの果実のような美しい花を咲
かせる一年草です。村内の避難指
示が解除となった畑で、営農再開に
向けて緑肥として栽培されていま
す。５月中旬〜６月中旬にかけて、
畑一面に咲き誇る深紅の花は、葛尾
村復興のシンボルとなっています。

葛尾村落合大放地区、大笹地区
交 常磐自動道 浪江 IC から車で約 30 分
問 葛尾むらづくり公社　
　☎ 0240-23-7765

栄華を極めた、松本一族。

葛尾大尽屋敷跡公園　
生糸商や製鉄業によって巨大な富を
築き、「葛尾大尽」と呼ばれた松本
一族の屋敷跡が残ります。築城用石
で築いた石垣や近江八景を模した
池の跡が往時を偲ばせます。

葛尾村葛尾字敷井畑 109
交 常磐自動道 浪江 ICから車で約 40 分
問 葛尾村 教育委員会　☎ 0240-29-2111

2017年、見事に復活。

三匹獅子舞
日山神社、磯崎神社の例大祭で奉
納されます。震災に伴う避難指示で
一時は途絶えましたが、2017 年に
復活しました。村の無形民俗文化財
に指定されています。
問 葛尾村 教育委員会
　☎ 0240-29-2111

ゆったりと、疲れを癒やす。

みどりの里 せせらぎ荘
葛尾村で唯一の宿泊・入浴施設。地下
80メートルから汲み上げた湯ざわりの優
しい大浴場で、ゆったりと旅の疲れを癒
やすことができます。

葛尾村落合字菅ノ又 6-5
休 水曜（日帰り入浴）
時 11:00 〜 19:00（日帰り入浴）
　　　交 常磐自動道 浪江 IC から車で約 35 分　問せせらぎ荘　☎ 0240-37-4800

みんなの憩いの場。
葛尾村復興交流館「あぜりあ」
2018 年に完成した村民の交流拠点。
特産品の展示・販売やコーヒーの販売を
行っています。無制限で利用できる無料
Ｗｉ－Ｆｉもあり、村内外の人々の憩いの
場となっています。

葛尾村落合字落合 20-1
休 火曜　時 9:00 〜 17:00
交 常磐自動道 浪江 IC から車で約 35 分　問 葛尾むらづくり公社　☎ 0240-23-7765

大岩に刻まれた７体の仏。

磨崖仏　
1709( 宝永 6) 年に造られた石仏。
高さ５メートルの大岩に、文殊菩薩、
大日如来、阿弥陀如来、聖観音菩薩、
地蔵菩薩、不動明王、虚空蔵菩薩と、
７体の仏が刻まれています。

葛尾村葛尾字敷井畑地内
交 常磐自動道 浪江 ICから車で約 40 分
問 葛尾村 教育委員会　☎ 0240-29-2111

その名も「希望の白」。

コチョウラン栽培施設
村では、避難指示解除後の 2017 年に地元農家が合同会社を設立。「ホープホワイ
ト｣ と名付けたコチョウランを栽培し、農業再生へ向けた取り組みが進んでいます。

葛尾村落合字菅ノ又 148-2　 　
交 常磐自動道 浪江 IC から車で約 35 分
問かつらお胡蝶蘭合同会社　☎ 0240-37-4380

ロードバイクがむらを駆ける。

ツール・ド・かつらお
福島県内の各地を転戦する自転車ロードレース ｢ツール・ド・ふくしま｣ の 1 戦
として開催されます。全国各地からサイクリストが集い、葛尾ならではのアップ
ダウンの激しいコースで熱いレースを繰り広げます。

受付／復興交流館あぜりあ ( 葛尾村落合字落合 20-1)
交復興交流館あぜりあまで／ 常磐自動道 浪江 IC から車で約 35 分
問 葛尾むらづくり公社　☎ 0240-23-7765

清流にこころも洗われる。

高瀬川渓谷
新緑、紅葉の名所で、ヤマメやイワナの宝庫としても知られています。奇岩、
怪石を縫うように流れる高瀬川は、時を忘れてしばし見入ってしまうほどの美し
さで、清らかな流れにこころも洗われそうです。

葛尾村落合字大放地内
交 常磐自動道 浪江 IC から車で約 45 分
問 葛尾村 復興推進室　☎ 0240-29-2111

口コミで人気！ ｢山羊ミルク石鹸｣
2021 年５月葛尾村にオープン予定の ｢かつらおヤギ広場
がらがらどん｣。あぜりあで販売している手作り・無添加
の ｢山羊ミルク石鹸｣ が口コミで人気を呼んでいます。

葛尾村上野川字東 38-2　
交 常磐自動道 浪江 IC から車で約 40 分
問かつらおヤギ広場がらがらどん　☎ 0240-23-6614

丹精込めたヤギ牧場の“自信作”。

澄んだ自然とふれあい
リフレッシュ。

標高約450メートル、日山、五十人山など阿武隈山系の山々
に囲まれています。葛尾大尽屋敷跡などの歴史や文化を
守りつつ、ツール・ド・かつらお、コチョウラン栽培など、
復興へ向けて新たな取り組みが行われ、次第に交流人口
が増えています。

こころ癒やす自然豊かな高原。

身近にふるさとの山々 。

日山　     五十人山
豊かな自然が広がる村内には、見事
なツツジが咲き誇る日山、山頂の大石
に五十人が乗ったことから名付けられ
た五十人山、夕陽が美しい竜子山など
の山があり村民に親しまれています。
問 葛尾村 復興推進室
　☎ 0240-29-2111

絶景
スポット

絶景
スポット

　尾村のさらに詳しい情報はこちらから… ・葛尾村 https://www.katsurao.org/ ・一般社団法人葛尾むらづくり公社 https://katsurao-kosya.or.jp/
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葛尾大尽
屋敷跡公園

クリムゾン
クローバー畑

馬頭観音
の石碑

復興交流館
あぜりあ

古民家の一部や農

機具などを展示。館内を

巡ると、かつての葛尾村の

人々 の営みが感じられます。

高さ23メートルの高

御座の夫婦杉がそび

えるパワースポット。

2019年9月には公園に能舞台を

設置し薪能が行われ、160年ぶり

に松本一族の栄華が甦りました。

自然豊かな景観を楽し

みながら走れるコース。

当日はたくさんの観客

が声援を送ります。

河川敷のソメイヨシノは

夜はライトアップされ

幻想的な雰囲気に。

高瀬川吊り橋、古道川

発電所など、絵になる

撮影ポイント。

多くの村民が集う復興の中心施設。

ツール・ド・かつらおのメイン会場に

もなっています。

至浪江町至国道114号

至
田
村
市

至田村市・川内村

※浪江町の帰還困難区域に
　接続する道路は、通行でき
　ない区間があります

←磯前神社

絶景
スポット

村役場から
車で約15分

葛尾村役場

葛尾村郷土文化保存
伝習館

みどりの里
せせらぎ荘 コチョウラン

駐在所前も

桜スポット

この先、

浪江町の区間は通行止め注意 ←

村役場から
車で約20分

五十人山
方面

日山（天王山）
方面

ツール・ド・
かつらお

桜
並
木

村役場から
車で約2５分

自然豊かな葛尾村は

星空もきれい

高瀬川渓谷

葛尾村役場周辺

Pickup
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アネックス センター棟

ノースウィングJヴィレッジストリート

サウスウィング

フィットネス

双葉郡の旅の起点に！ カーシェアリング
Ｊヴィレッジにはカーシェアリングのステーションがあります。Ｊヴィレッ
ジ駅で電車を降りて、郡内のあちこちに車で足を延ばすなど、旅の楽し
み方を広げてみてはいかがでしょうか。（要事前登録）

すべての人々に開かれた
アスリートたちの聖地。

サッカーの聖地、

    そして福島復興のシンボル！ 1997 年のオープン以来、W杯サッカー日本代表を始め数々の
トレーニングキャンプが行われてきました。東日本大震災に伴う
原発事故で一時休止しましたが、2019 年 4 月に全面再開。
トレーニング施設がさらに充実、ホテルもリニューアルしました。Jヴィレッジ

ラグビーやアルティメットもＯＫ！

屋外フィールド（天然芝ピッチ・人工芝ピッチ）
天然芝８面（スタジアムを含む）、人工芝２面のピッチはサッカーだけでなく
ラグビーやアルティメットなどにも最適！スポ少や学生の大会や合宿も行われ
ています。ピッチ周囲の遊歩道から間近で応援できるのも魅力です。

サッカーだけじゃない！ 双葉郡のイベント拠点
大規模イベントも開催できる広い敷地を持つＪヴィレッジ。サッカー以外
にも様々なイベントが行われています。

Ｊヴィレッジハーフマラソン
Ｊヴィレッジを発着点に広野
町、楢葉町を走るハーフマラ
ソン大会。コースのアップダ
ウンも魅力の一つ。

Ｊヴィレッジおとなの教室
シニア世代の趣味や生きがい
づくりのために、「フラダンス」
や「利き酒」など、多彩な講座
を開講。充実した広い施設が
大好評です。（2020年度開催）

ふたばワールド
双葉郡８町村が合同開催す
るフェスティバル。屋台やス
テージのほか、千人分を提供
する「ふたばの大鍋」が名物
です。（2019年開催）

各種イベントも開催される屋内施設。

全天候型練習場
人工芝のピッチの全面が膜屋根に覆われ、天気に関係なく常にベストコンディ
ションで利用できます。スポーツだけでなく、ドローンレースや各種イベント
の会場としても活用の幅が広がっています。

いつでも気軽に肉体改造。

フィットネスジム
国内のトップアスリートも使用する
最新鋭のマシンを揃えたジムのほか、
プールやアリーナ、ヨガスタジオも完
備。大浴場も利用できます。宿泊客
以外もＯＫなので、お散歩ついでに肉
体改造してみては？

「リモートワークプラン」新登場。

J ヴィレッジホテル
施設内に会議室やホールがあり、旅行や
スポーツ合宿だけでなくビジネスユースに
も便利なホテル。美しいピッチを望む客室
をテレワークやリモートワークに利用できる
プランも登場しました。

Jヴィレッジの歴史がここに！

Jヴィレッジストリート

1997年開設、
日本サッカーの聖地に
最高レベルの天然芝をはじめとする充実した施
設で、多くの代表選手等がトレーニングを行い、
日本サッカーの発展に貢献しました。

復興のシンボルとして再始動

施設をリニューアルし再始動！ピッチの鮮やかな
緑と子どもたちの笑顔が甦りました。新駅も
開業し、福島復興のシンボルとなっています。

原発事故の収束拠点となった
Jヴィレッジ
天然芝は削り取られ、砂利の駐車場に。事故収
束の拠点として、まさに前線基地となって原発事
故の収束と復興を支えました。

センター棟1階のJヴィレッジストリートでご覧になれます。

サッカーの願い事かなう！？

蹴球神社
センター棟の 4 階には、蹴球神社
がありどなたでもお参りすること
ができます。1 階のショップで販売
している絵馬に願いを記し奉納す
ることもできます。

サッカーファンにうれしい。

Jヴィレッジ駅
Ｊヴィレッジまでは徒歩５分。構内にはサッカー
にちなんだ躍動感あふれる階段アートやゴール
ポストをイメージした事務室も。道の駅ならは
や二ツ沼総合公園へも徒歩圏内。

Jヴィレッジ・ヒストリー

全日本少年サッカー大会 JR常磐線Jヴィレッジ駅開業
（2019年 4月）

天然芝のピッチは関係車両
の駐車場に

日本初のサッカーナショナル
トレーニングセンターとして開設

再生したピッチに子どもた
ちの歓声が響く

ロビーには防護服などの資
材が入った段ボールの山が

・Ｊヴィレッジhttps://j-village.jp/Jヴィレッジのさらに詳しい情報はこちらから…

ピッチの周りはトイレや自

動販売機、ソーラーの携帯

電話充電器もあります。

JR東日本管内では

アルファベットがつく

駅名は初！

坂　　道

坂　　道

急な坂道

アップダウンあり

ホームと改札との

高低差は

約２０メートル！

Jヴィレッジ駅広野町
サッカー場

二ツ沼
総合公園

浜街
道

全天候型
練習場

雨 天練習場

ホテル棟

センター棟

アネックスフィットネス

Jヴィレッジ
スタジアム

道の駅ならは

広野IC
（Jヴィレッジまで約5分）

楢葉町　天神岬→

広野火力
発電所

↓

楢葉町中心部→

←広野町

至木戸駅

至広野駅

ピッチや敷地の周りの

ランニングコースは旅先

の運動に最適！

JAEA楢葉遠隔
技術開発センター
（モックアップ施設）

↓

１周１キロ

１周３キロ

駅から
徒歩約15分

駅から
徒歩約20分

◦レストラン

◦レストラン
◦カフェ

4F

レストランも
 充実！

会議に
便利なホール！ 目の前に

広がる
  天然芝ピッチ！

日本代表キャンプをはじめ
としたサッカーの聖地とし
ての歴史、原発 事故収 束
対応拠点を担った記録、復
興再生の歩みを写真パネ
ルで紹介。トップアスリー
トの貴重なサイン入りユニ
フォームも展示しています。

Jヴィレッジグッズをゲット！

ショップ
スポーツブランドのウェアやJヴィ
レッジのオリジナルグッズを販売。
地元のお土産品も購入できます。

充実した設備を誇るＪヴィレッジは、日本を代表するスポーツ
トレーニング施設。サッカー日本代表のキャンプもしばしば
行われているこの施設は、実は子どもから大人まで、スポーツ
以外でもどなたでも気軽に利用できるんです。
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常磐線でめぐる旅 家族で楽しむ旅 復興を感じる旅 農と食を知る旅

モデルコースAコース モデルコースBコース モデルコースCコース モデルコースDコース　

双葉郡ぐるりん旅
ひとつのまちをじっくり楽しむのもいいけれど、あの町もこの村も行ってみたい。
震災前と変わらない心癒やす旅も、復興への確かな歩みを感じる旅も。
テーマを決めて双葉郡をぐるり。まずはモデルコースへ出かけてみませんか。

　常磐線に揺られながら双葉郡をめぐる旅の始まりは車窓から。広野駅
までは唱歌「汽車」に歌われた風景を楽しみます。ホームの「汽車」の歌碑
や発車メロディにも心が躍ります。Ｊヴィレッジ駅に降り立てば、サッカー
ファンにうれしい趣向があちらこちらに。Ｊヴィレッジでは美しい緑のピッ
チを眺めながらのコーヒーブレイクも楽しめます。少し足を延ばして二ツ
沼総合公園までお散歩や、道の駅ならはでお買い物もいかがでしょう。
富岡町のふたばいんふぉや廃炉資料館で災害や双葉郡の現状について学
んだ後は、丘の上のぶどう畑や富岡漁港から美しい海を眺めてみては。
　２日目の旅は、東日本大震災・原子力災害伝承館から。未曾有の複合
災害を、映像や展示品などを通して振り返ります。道の駅なみえでは、な
みえ焼そばや活きのいい海の幸に舌鼓を打ち、お土産もゲット。タクシー
で請戸漁港を訪ねてみてもよいでしょう。バスやタクシーなどで川内村、
葛尾村にも足を延ばせば、旅の思い出がさらに深まることでしょう。

　家族みんなでアクティブに双葉郡内を楽しめるコース。午前中はパー
クゴルフかサイクリングを楽しみましょう。子どもから大人までプレイで
きるパークゴルフが人気なのがオランダ風車がシンボルの二ツ沼総合公
園。クラブやボールはレンタルOKで、18ホールを回ってスコアを競い、
気持ちいい汗を流すことができます。レンタルサイクルでサイクリング
ロードを爽快に駆け抜けられるのが天神岬スポーツ公園。公園内のバー
ベキューサイトでは、開放感に浸りながら手ぶらでBBQもできます。午
後は、川内村のいわなの郷で体験できるイワナ釣りへ。初心者でも興奮
を味わえること間違いなし。自分で釣り上げたイワナは、いろりで新鮮
なまま塩焼きにして味わえます。旅の締めは、葛尾村の新緑や紅葉の名
所として知られる高瀬川渓谷。見どころの高瀬川吊り橋などを散策すれ
ば、せせらぐ清流にこころが洗われることでしょう。時間に余裕があれば、
帰り際にせせらぎ荘でひと風呂浴びるのもいいかもしれません。

　復興・再生へと歩む双葉郡の今を感じられるコース。震災後再建さ
れ競りも再開された請戸漁港には威勢のいい掛け声が響きます。震災
遺構の請戸小学校に立ち寄った後は、東日本大震災・原子力災害伝承館
へ。未曾有の複合災害をもう一度見つめ直すきっかけになるかもしれま
せん。大熊町の大川原地区復興拠点では、復興の途上にある福島の現状
を見学。避難指示が解除された地域に町役場や復興公営住宅などの整備
が進んでいます。東京電力廃炉資料館では、映像や模型で原発事故の事
実と廃炉作業の現状を知ることができます(※要予約)。楢葉町の復興拠
点・笑ふるタウンを通り、海岸へ。広野町へと抜ける浜街道を南下すれ
ば、新たに海岸堤防と道路、緑地帯が整備され、津波から街を守る多重防
御の仕組みを見ることができます。ひろの防災緑地は遊歩道にもなって
おり、美しい海を眺めながら、震災や防災について考えるのにもってこ
いの場所かもしれません。

＜海ルート＞
　二ツ沼総合公園内のトロピカルフルーツミュージアムでめずらしい国産
バナナ栽培の様子を見学。週末であればぜひ購入を。さくらモールとみ
おかでは、浜鶏ラーメン、たまねぎドーナツを味わうこともお土産にする
こともできます。大川原復興拠点では大熊町の新名物いちごをゲット。
曜日限定販売なので、購入できない日は道の駅ならはで大熊いちごのジェ
ラートはいかが？ 最後は道の駅なみえで新鮮な常磐ものの魚介類や“農
業復興のシンボル”トルコギキョウをお土産にどうぞ。
＜山ルート＞
　葛尾村の復興交流館あぜりあで人気のエゴマ加工品と噂の山羊ミルク
石鹸をお土産に。葛尾産のコチョウランも入荷していればぜひ購入したい
もの。川内村では高原のそばや清流の魚イワナを味わえます。食後は高田
島ヴィンヤードの１万本のぶどう畑でかわうちワインに思いを馳せましょう。

＜ 1日目＞

東京方面より

❶ 車窓から
唱歌「汽車」の風景（久之浜～広野間）
唱歌「汽車」の歌碑（広野駅下り線ホーム上）
広野駅発車メロディ（下り線は「汽車」のメロディ）

▼JR 常磐線 J ヴィレッジ駅下車
❷Ｊヴィレッジ　　周辺散策、お土産購入、飲食（駅から徒歩約 5 分）

❸ 二ツ沼総合公園散策、バナナ温室見学（J ヴィレッジから徒歩約 15 分）

❸ 道の駅ならは　お土産購入、飲食、入浴（J ヴィレッジから徒歩約 10 分）

※乗車駅は「木戸駅」でもよい （Jヴィレッジへ徒歩約20分、道の駅ならはへ徒歩約15分）

▼JR 常磐線 J ヴィレッジ駅乗車・富岡駅下車
❹ ふたばいんふぉ　見学、お土産購入、飲食（駅から徒歩約 15 分）

❺ 東京電力廃炉資料館　見学（駅から徒歩約 15 分、ふたばいんふぉから徒歩約 7 分）

❻ とみおかワイン葡萄栽培クラブ小浜圃場　見学 （廃炉資料館から徒歩約 25 分）

❼ 富岡漁港 散策 （小浜圃場から徒歩約 7 分） ▶ホテルへ 

＜ 2日目＞
▼ JR 常磐線 富岡駅乗車・双葉駅下車（復興シンボル軸を通って）

❽ 東日本大震災・原子力災害伝承館　見学 （駅からシェアサイクルで約 10 分、
シャトルバスで約 5 分）

❾ 双葉町産業交流センター 飲食、お土産購入
▼ JR 常磐線 双葉駅乗車・浪江駅下車

❿道の駅なみえ　飲食、お土産購入、大堀相馬焼陶芸体験（駅から徒歩約 15 分）

　（ 時間が空いたら ） （道の駅なみえから請戸漁港まで車で約 10 分）

 ・タクシーで請戸方面へ　請戸漁港、請戸小学校、大平山霊園など

▼ JR 常磐線 浪江駅乗車

東京方面へ　

足を延ばして…1 

▽ JR 常磐線 富岡駅から車で移動（約 40 分）

❽ かわうちの湯【川内村】

足を延ばして…2 

▽ JR 常磐線 浪江駅から車で移動（約 45 分）

⓫葛尾大尽屋敷跡公園【葛尾村】

日帰り

東京方面より

▼車で移動（広野 IC から約 5 分） ▼車で移動（ならはスマート IC から約 10 分）

❶二ツ沼総合公園で
　 パークゴルフ
　【広野町】

❶天神岬スポーツ公園で
　 サイクリング
　【楢葉町】

▼車で移動（二ツ沼総合公園／天神岬スポーツ公園から約 50 分）

❷いわなの郷でイワナ釣り体験【川内村】

▼車で移動（約 40 分）

❸高瀬川渓谷を散策【葛尾村】

▼車で移動（常磐自動車道 大熊 IC まで約 40 分）

東京方面へ　

日帰り

仙台方面より

▼車で移動（常磐自動車道 浪江 IC から約 20 分）

❶請戸漁港と震災遺構の請戸小学校を見学【浪江町】

▼車で移動 （約 10 分）

❷東日本大震災・原子力災害伝承館を見学【双葉町】

▼車で移動 （約 20 分）

❸大川原地区復興拠点を見学【大熊町】

▼車で移動 （約 15 分）

❹東京電力廃炉資料館を見学【富岡町】

▼車で移動 （約 15 分）

❺ 笑ふるタウンを見学【楢葉町】

▼車で移動 （浜街道まで約 3 分、ひろの防災緑地まで約 10 分）

❻ 防災緑地を眺めながら浜街道（県道391号）を南下 【楢葉町〜広野町】

▼車で移動（常磐自動車道 広野 IC まで約 5 分）

仙台方面へ　

日帰り

東京方面より　　　　　（海ルート）

▼車で移動（常磐自動車道 広野 IC から約 5 分）

❶トロピカルフルーツミュージアムで
町産バナナを味わう【広野町】

▼車で移動 （約 20 分）

❷さくらモールとみおかで浜鶏ラーメン、
たまねぎドーナツを味わう【富岡町】

▼車で移動 （約 15 分）

❸大川原地区復興拠点で
町産いちごを購入【大熊町】

▼車で移動 （約 30 分）

❹道の駅なみえで常磐もの、トルコギキョウを購入【浪江町】

▼車で移動（常磐自動車道 浪江 IC まで約 7 分）

東京方面へ　

仙台方面より　　　　　（山ルート）

▼車で移動（常磐自動車道 浪江 IC から約 40 分）

❶復興交流館あぜりあでエゴマ加工品、
コチョウラン、山羊ミルク石鹸を購入【葛尾村】

▼車で移動 （約 30 分）

❷いわなの郷でそばやイワナを味わう【川内村】

▼車で移動 （約 25 分）

❸高田島ヴィンヤードでぶどう畑を見学【川内村】

▼車で移動 （常磐自動車道 常磐富岡 IC まで約 45 分）

仙台方面へ　

22 23

どちらか

ど
ち
ら
か

※各施設の営業日、商品の販売日等をご確認のうえお越しください。
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福 島 県

双葉エリア

浪江町

双葉町

大熊町

川内村

常
磐
線

常
磐
自
動
車
道

至仙台

至東京

富岡町

楢葉町

広野町

葛尾村

原子力発電所事故に伴う
「帰還困難区域 　　　　　　  」は
2021年1月1日現在の情報です。

Jヴィレッジ駅

大野駅大野駅

双葉駅双葉駅

竜田駅竜田駅

木戸駅木戸駅

広野駅広野駅

富岡駅富岡駅

夜ノ森駅夜ノ森駅

浪江駅

ならはスマートIC

常磐双葉IC

大熊IC

広野ＩＣ

常磐富岡ＩＣ

浪江ＩＣ

福島県双葉郡MAP

コチョウラン栽培施設 （P19）

みどりの里 せせらぎ荘 （P19）

草野心平資料館 （P10）

平伏沼 （P10）

いわなの郷 （P11）

川内村ヘリポート （P11）

天神岬スポーツ公園 （P6）

天神岬温泉しおかぜ荘 （P6）

上繁岡大堤 （P7）

高田島ヴィンヤード （P11）

かわうちの湯 （P11）

日山 （P19）

磨崖仏 （P18）

葛尾村復興交流館「あぜりあ」 （P18）

五十人山 （P19）

かつらおヤギ広場がらがらどん （P19）

高瀬川渓谷 （P18）

クリムゾンクローバー （P18）

クリムゾンクローバー （P18）

道の駅なみえ （P17）

石田家住宅 （P13）

渡部家住宅 （P13）

JR大野駅 （P13）

いちご植物工場 （P13） 中間貯蔵工事情報センター （P13）

童謡「とんぼのめがね」歌碑 （P4）

唱歌「汽車」歌碑 （P4）

リプルンふくしま （P9）

東京電力廃炉資料館 （P9）

夜ノ森駅のツツジ （P8）

麓山の火祭り （P9）

ふたばいんふぉ （P9）

宝泉寺の紅枝垂れ桜 （P8）

大山祇神社の大杉 （P13）

ヒマワリ畑 （P13）

請戸川リバーライン （P16）

標葉郷野馬追祭／中央公園 （P17）

標葉神社 （P17）

震災遺構 請戸小学校 （P17）

福島水素エネルギー
研究フィールド （P17）

請戸漁港 （P16）

大平山コミュニティ広場 （P17）

東日本大震災・
原子力災害伝承館 （P14）

双葉町産業交流センター （P14）

夜の森の桜 （P8）

富岡漁港 （P8）

相馬妙見宮初發神社 （P15）

復興祈念公園 （P14）

両竹諏訪神社 （P15）

JR双葉駅／旧駅舎 （P15）

大熊町役場みんなの広場／大川原地区復興拠点 （P13）

　

坂下ダム （P12）

千翁川 （P11）

とみおかワイン葡萄
栽培クラブ小浜圃場 （P9）

ろうそく岩跡 （P8）

ならはスカイアリーナ （P7）

笑ふるタウンならは （P7）

木戸川鮭簗場 （P7）
甘藷貯蔵施設 （P7）

道の駅ならは （P7）

木戸川渓谷 （P7）

Jヴィレッジ （P20）

トロピカルフルーツミュージアム （P5）

浅見川渓谷 （P5）

みかんの丘 （P4）

二ツ沼歌碑・古戦場跡 （P5）

ひろの防災緑地 （P5）

二ツ沼総合公園 （P5）

葛尾大尽屋敷跡公園 （P18）

天山文庫 （P10）

※本冊子は2021年1月1日現在の情報です。※本冊子で紹介した施設等は、原子力発電所事故に伴う避難指示が解除された区域、または立入制限が緩和された区域にあります。※上記地図に示した道路等は、帰還困難区域内での特別通過交通が
可能（一部区間を除く）となっています。なお、特別通過交通の区間では、原動機付自転車や歩行者の通行はできません。※双葉郡内の道路は、復旧・復興工事により車両通行量が増加している場合がありますので、ご注意ください。※掲載の電話
番号は、各施設の問い合わせ用のため、カーナビ等での位置検索で実際と異なる場所を示す場合があります。※各ページのイラスト地図はイメージです。実物とは異なる場合があります。また、地図の位置や縮尺はおおよその目安となるものです。
※本冊子で掲載された内容により生じたトラブルや損害などについては、一般財団法人福島県電源地域振興財団では補償いたしかねますので、あらかじめご了承願います。

福島県内の道路の通行規制情報についてはこちらでご確認ください。 ホームページとFacebookで双葉郡内の情報を随時発信しています。

令和2年度福島特定原子力施設地域振興交付金事業

一般財団法人 福島県電源地域振興財団　ふたば復興支所
福島県双葉郡富岡町小浜553-2（福島県ふたば復興事務所内）

TEL 0240-23-6975　FAX 0240-25-8372福島県通行規制情報 ふたば復興事務所検索 検索


