
県 国・市町村等 

28年 

4月 

 1日 ふくしまｱﾌﾀｰDC開催（～6月30日） 
 6日 ﾌｪﾙﾒｰﾙとﾚﾝﾌﾞﾗﾝﾄ:17世紀ｵﾗﾝﾀﾞ黄金時代の巨匠たち展開 
   催（～5月8日） 

11日 H29年度政府予算要望の進め方について 
[第50回本部] 

20日 ﾛﾎﾞｯﾄﾃｽﾄﾌｨｰﾙﾄﾞ･国際産学官共同利用施設候補地 
   選定(南相馬市原町区萱浜地区、浪江町棚塩地区)      

                    [第51回本部] 

 1日 復興特別区域基本方針の一部改定が閣議決定 
   復興推進計画に係る税制特例の改正に伴う変更等 

 〃 楢葉遠隔技術開発ｾﾝﾀｰ本格運用開始（楢葉町） 

10日 第1回廃炉国際ﾌｫｰﾗﾑ開催（～11日）(いわき市) 

21日 「おおまちﾏﾙｼｪ」ｵｰﾌﾟﾝ（南相馬市） 

25日 廃炉国際共同ｾﾝﾀｰ国際共同研究棟起工式 

28日 第3回拠点を核とした産業集積及び周辺環境整備 
   の課題に係る検討会 

5月 12日 世界とのKIZUNA進化事業 福島復興ｾﾐﾅｰ及び交流会 
   （ｱｼﾞｱ･大洋州大使･外交官へﾌﾟﾚｾﾞﾝ） 
14日 VARIOUS PEOPLE, ONE SKY．ふくしま おおぞらﾌｪｽﾀ 
   2016開催（～15日 福島空港） 

24日 第8回福島ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ･ｺｰｽﾄ構想の具体化に関する県・ 
   市町村検討会議 
26日 伊勢志摩ｻﾐｯﾄにおける県産品PR（～27日） 
31日 ﾀｲ王国 ﾄｯﾌﾟｾｰﾙｽ（知事） 

18日 第3回福島12市町村将来像提言ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ会議 

25日 第4回拠点を核とした産業集積及び周辺環境整備 

   の課題に係る検討会 

 

28日 「福島12市町村将来像実現ﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ2020」公開 

     [第11回福島12市町村の将来像有識者検討会] 

6月  1日 世界経済ﾌｫｰﾗﾑASEAN会合出席（知事）（～2日） 
 9日 ふくしまの復興・創生に向けた提案・要望  

 [第52回本部(7日)] 
11日 第11回食育推進全国大会inふくしま開催（～12日） 
 〃 「ふくしま健民ｱﾌﾟﾘ」配信開始 
13日 原子力損害賠償の完全実施に関する緊急要望･要求 
17日 復興祈念公園のあり方（基本構想への県提言）提出     

[第53回本部（15日)] 
20日 復興公営住宅の今後の整備の見通しについて 

[第54回本部] 
 〃 ふくしま復興再生道路 県道小野富岡線五枚沢1工区 
      部分供用開始 

 6日 政府 東日本大震災5周年復興ﾌｫｰﾗﾑ開催 
   岩手・宮城・福島県知事鼎談 
12日 葛尾村避難指示解除 
14日 川内村避難指示解除 
 

7月  4日 福島県新観光ﾎﾟｽﾀｰ「来て」発表 

12日 南相馬/楢葉原子力災害対策ｾﾝﾀｰ開所 

14日 福島県ｳﾙﾄﾗﾏﾝARｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ開催 （～10月16日） 

15日 仮設・借上住宅供与期間延長(平成30年3月末まで) 
[第55回本部] 

21日 福島県環境創造ｾﾝﾀｰ「ｺﾐｭﾀﾝ福島」開所 

   福島県環境創造ｾﾝﾀｰｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰﾌﾟﾝ 

22日 「新生！ふくしまの恵み発信事業」新CM発表会 

25日 ﾁｬﾚﾝｼﾞふくしまﾌｫｰﾗﾑin北海道開催 

31日 第13回福島復興再生協議会  [第56回本部(27日)] 
      （県）国の概算要求に向けて   

 1日 準備宿泊開始（飯舘村） 
12日 南相馬市小高区避難指示解除 
 〃 JR常磐線（小高～原ノ町駅間）運転再開 
13日 第7回ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ･ｺｰｽﾄ構想推進会議 
   各ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ進捗状況等 
15日 第2回霞ヶ関ふくしま復興ﾌｪｱ開催(～8月2日) 
20日 県産ﾓﾓのﾀｲへ向けた輸出の出発式 
29日 第3回WBSC U-15ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟinいわき開催 
   （～8月7日） 
31日 第13回福島復興再生協議会  
      （国）復興・再生に向けた取組状況、廃炉・汚 
        染水対策等 

8月  2日 ﾁｬﾚﾝｼﾞふくしまﾌｫｰﾗﾑin首都圏開催 

 〃 日本一のふくしまの酒飲み比べﾌｪｱ開催（～31日） 

10日 東北3県(岩手・宮城・福島)と熊本県がﾎﾟｹﾓﾝGOと連 

   携した観光施策を発表 

17日 帰還困難区域の取扱いに関する与党東日本大震災復 

   興加速化本部要望     [第57回本部（17日)] 
23日 台湾 東北６県ﾄｯﾌﾟｾｰﾙｽ（副知事） 

29日 ｱｰｶｲﾌﾞ拠点施設候補地選定（双葉町中野地区） 
   復興祈念公園における国営追悼・祈念施設（仮称） 
   候補地選定（浪江町）       [第58回本部] 
31日 東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会組織委員会へ  
   野球・ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技の県内開催を要望 

 3日 今村復興大臣就任 

13日 交流ｾﾝﾀｰ「ふれ愛館」開館（飯舘村） 

17日 帰還困難区域の取扱いに関する要望（南相馬市、 
   富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯 
   舘村） 

29日 平成29年度予算概算要求 

31日 平成29年度復興庁税制改正要望 

 〃 「帰還困難区域の取扱いに関する考え方」決定  

[復興推進会議・原子力災害対策本部会議合同会合] 

9月  1日 福島第一原子力発電所周辺11市町村、県及び東京電 

   力との安全確保協定締結 

 3日 食の祭典「おいしいふくしまいただきます!」ﾌｪｽﾃｨ 
   ﾊﾞﾙ2016開催（～4日） 
 8日 「ふたば医療ｾﾝﾀｰ(仮称)」整備地公表(富岡町) 

12日 「医療-産業ﾄﾗﾝｽﾚｰｼｮﾅﾙﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ(TRｾﾝﾀｰ)」開所 

26日 風評・風化対策強化戦略（第2版）策定 
[第59回本部] 

28日 福島県危機管理ｾﾝﾀｰ開所 

28日 双葉郡等の避難地域の医療提供体制検討会中間報告 

 1日 医療機関「いいたてｸﾘﾆｯｸ」診療再開（飯舘村） 

 6日 里山再生モデル地区選定（川俣町、広野町、川 
   内村、葛尾村） 

 7日 「福島新ｴﾈ社会構想」決定 

[第3回福島新ｴﾈ社会構想実現会議] 

 〃 復興推進委員会現地視察（三春町、いわき市、 
   楢葉町、双葉町）視察  
 8日  福島ﾌｰﾄﾞﾌｧﾝｸﾗﾌﾞ「ﾁｰﾑふくしまﾌﾟﾗｲﾄﾞ。」設立 
11日 東北中央自動車道(福島JCT～福島大笹生IC)開通 
17日 準備宿泊開始（富岡町） 

資料３ 
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県 国・市町村等 

10月  1日 ﾁｬﾚﾝｼﾞふくしま県民運動ﾌｪｽﾀ2016開催（～2日） 
16日 ｱﾒﾘｶ合衆国訪問（知事）(～21日) 
19日 第5回ふくしま復興・再生ｴﾈﾙｷﾞｰ産業ﾌｪｱ2016（REIF 
   ふくしま2016）開催 
24日 復興公営住宅整備事業にCLT工法導入 
25日 ふくしまから はじめよう。食の商談会 福島ﾌｰﾄﾞ 
   ﾌｪｱ2016開催 
28日 第9回福島ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ･ｺｰｽﾄ構想の具体化に関する県・ 
   市町村検討会議 
 〃 ﾁｬﾚﾝｼﾞふくしまﾌｫｰﾗﾑin関西開催 

 1日 町立とみおか診療所開所（富岡町） 
 2日 ふたばﾜｰﾙﾄﾞ2016inかつらお開催（葛尾村） 
 7日 風評対策強化指針の追補改訂 
 9日 「福島復興産業人材育成塾」開講 
 

27日 まち・なみ・まるしぇｵｰﾌﾟﾝ（浪江町） 

  

  

11月  2日 東京2020ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸﾌﾗｯｸﾞﾂｱｰｾﾚﾓﾆｰ開催 
 7日 ふくしま医療機器開発支援ｾﾝﾀｰｵｰﾌﾟﾝ 
14日 ﾁｬﾚﾝｼﾞふくしまﾌｫｰﾗﾑin東海開催 
15日 農林業の営業損害の賠償に関する緊急要望・要求 
17日 ふくしまの復興・創生に向けた緊急要望 
19日 ﾛﾎﾞｯﾄﾌｪｽﾀふくしま2016開催  
 〃 航空宇宙ﾌｪｽﾀふくしま2016開催 
 〃 ふくしま復興再生道路 小名浜道路起工式 
21日 総合情報誌「ふくしままっぷ」制作発表 
25日 ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘｴｰｼｮﾝふくしま2016開催(～26日) 
29日 農業用無人ﾛﾎﾞｯﾄﾄﾗｸﾀｰ試作機公開 

 1日 準備宿泊（浪江町） 
 3日 ﾏｼﾞｶﾙ福島2016開催(～6日) 
   ﾄﾞﾛｰﾝ神旗争奪戦（南相馬市）    

 8日 安積疎水 世界かんがい施設遺産登録 
12日 ふくしま地産地消ﾌｪｱ（ふくしま道の駅・空の駅 
   祭り）開催 
15日 中間貯蔵施設建設着工（双葉町、大熊町） 
19日 「新しい東北」交流会in郡山開催 
 〃 道の駅「猪苗代」ｵｰﾌﾟﾝ（猪苗代町） 

12月  5日 福島復興再生特別措置法改正に関する緊急要望 
      [第60回本部(5日)] 

 7日 県内初の防災緑地「ひろの防災緑地」供用開始 
11日 ふくしま国際医療科学ｾﾝﾀｰｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰﾌﾟﾝ 
23日 ふくしま大交流ﾌｪｱ2016開催 
24日 福島県原子力損害対策協議会｢全体会議｣ 

26日 平成29年度政府予算案について 
      [第61回本部] 

 2日 ﾜｰﾙﾄﾞﾛﾎﾞｯﾄｻﾐｯﾄ(2020年)一部競技開催決定 
   （開催地:愛知県、福島県(ｲﾝﾌﾗ･災害対策分野)） 
 3日 第1回廃炉創造ﾛﾎﾞｺﾝ 
10日 JR常磐線（相馬～浜吉田駅間）運転再開 
17日 「新しい東北」交流会in釜石市 
20日 「原子力災害からの福島復興の加速のための基 
   本指針」閣議決定 
22日 平成29度予算概算決定 
 〃  里山再生モデル地区選定（相馬市、二本松市、 
   伊達市、富岡町、浪江町、飯舘村） 

29年 

1月 

12日 美味しいものどころふくしまの恵み商談会2017開催 
15日 ﾄﾞｲﾂ訪問（知事）（～18日） 
24日 福島県復興推進計画「福島保健・医療・福祉復興推 
      進計画」変更認定 
26日 美味しいものどころふくしまの恵み交流会開催 
28日 第14回福島復興再生協議会 
   （県）福島特措法改正法案に対する意見・要望 
 〃 ｢食｣と｢農｣で育む人のつながりを考える交流会開催  

12日 世界初・完全自律制御飛行による長距離配送成功 
   （ﾄﾞﾛｰﾝ） 

17日 第8回太平洋・島ｻﾐｯﾄ(2018年)いわき市開催決定 

 
28日 第14回福島復興再生協議会 
   （国）福島特措法の一部を改正する法律案等 

2月  6日 福島ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ･ｺｰｽﾄ構想の推進強化について 
[第62回本部] 

 〃 世界とのKIZUNA進化事業 福島復興ｾﾐﾅｰ及び交流会 
   （ﾖｰﾛｯﾊﾟ大使･外交官へﾌﾟﾚｾﾞﾝ） 
 〃 健康長寿推進に関する基本戦略決定 
 7日 ﾁｬﾚﾝｼﾞふくしまﾌｫｰﾗﾑin九州 開催 
 8日 第10回福島ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ･ｺｰｽﾄ構想の具体化に関する県･ 
   市町村検討会議 
 9日 日本一のふくしまの酒「福の酒ﾏｯﾌﾟ」完成 
  〃 ｺｼﾉｼﾞｭﾝｺ ｺﾗﾎﾞ商品完成披露   
10日 第69回全国植樹祭基本計画決定 
11日 福島県「県民の歌」制定50周年 
28日 復興推進計画｢ふくしま産業復興投資促進特区｣変更認定 

 1日 市立病院脳卒中ｾﾝﾀｰ開院（南相馬市） 
  〃 一団地都市計画決定(大熊町大川原地区) 
 9日 「新しい東北」交流会in仙台市 
10日 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律 
      案の閣議決定 
11日 第8回ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ･ｺｰｽﾄ構想推進会議 
   ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ･ｺｰｽﾄ構想の今後の方向性等 
12日 復興拠点「ｺﾝﾊﾟｸﾄﾀｳﾝ」着工（楢葉町）  
23日 内村航平・復興応援大使 福島県訪問 
   「行くよ」ﾎﾟｽﾀｰ発表  
24日 風評対策強化指針の追補改訂 
27日 ふくしまみらいﾋﾞｼﾞﾈｽ交流会（ﾛﾎﾞｯﾄ分野） 
   開催（県共催）（南相馬市） 

3月  4日 東北4県・東日本大震災復興ﾌｫｰﾗﾑin東京開催 
 6日 ふくしまの今を伝える歌「雲のかなた」発表 
10日 SOMA浜ﾌｪｽ2017植樹祭開催（相馬市） 
11日 3.11ふくしま追悼復興祈念式開催 
12日 ふくしま・いわき観光PRｷｬﾗﾊﾞﾝin大阪開催 
16日 福島･岩手･宮城･熊本･大分震災復興応援ﾏﾙｼｪ(東京） 
17日 2020年東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ野球･ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技県内開催決定 
18日 福島ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ･ｺｰｽﾄ構想ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ開催(経産省、復興 
   庁共催) 
 〃 ふくしま復興を考える県民ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ2017開催 
21日 仮設供与終了に向けた避難者の住まいの確保状況      

                     [第63回本部] 

 6日 ふくしまみらいﾋﾞｼﾞﾈｽ交流会（ｴﾈﾙｷﾞｰ、環境・ 
   ﾘｻｲｸﾙ分野）開催（県共催）（楢葉町） 

10日 富岡町避難指示解除決定（平成29年4月1日） 
[復興推進会議・原子力災害対策本部会議合同会合] 

26日 東北中央自動車道(相馬山上IC～相馬玉野IC)開 
      通 
27日 浪江診療所開所（浪江町） 
30日 複合商業施設「さくらﾓｰﾙとみおか」ﾌﾙｵｰﾌﾟﾝ 
   （富岡町） 

31日 川俣町山木屋地区避難指示解除 
 〃 飯舘村避難指示解除 
  〃  浪江町避難指示解除 


