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29年

4月

10日 Ｈ30年度政府予算要望について [第65回本部]
11日 県立小高産業技術高等学校開校
20日 風評・風化対策について

応急仮設住宅供与終了に伴う今後の支援について
[第66回本部]

24日 藤沼ダムの農業用水供給再開

1日 富岡町避難指示解除
〃 JR常磐線（浪江駅～小高駅間）運転再開
〃 南相馬市小高区及び楢葉町の小中学校再開
〃 避難地域における広域路線バス「いわき～富岡線、

船引～葛尾線、船引～川内線」運行開始

23日 廃炉国際共同研究センター国際共同研究棟開所
〃 小名浜マリンブリッジ完成

5月
10日 福島新エネ社会構想における再生可能エネルギー由来

水素プロジェクトに係る実証候補地点推薦地の決定

[第67回本部]

15日 ふくしま。GAPチャレンジ宣言

18日 福島イノベーション・コースト構想推進本部立ち上げ

〃 平成28酒造年度全国新酒鑑評会金賞受賞数5年連続

日本一

22日 避難指示解除区域以外からの避難者への応急仮設住宅

供与終了に伴う今後の支援について 他 [第68回本部]

14日 常磐自動車道ならはスマートIC起工式

19日 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律
公布・施行

6月 5日 タイ王国と医療関連産業分野での連携に関する覚書を
締結

8日 ふくしまの復興・創生に向けた提案・要望 他
[第69回本部(5日)]

19日 福島復興再生基本方針(案)に対する県知事意見の提出
[第70回本部]

17日 常磐自動車道いわき中央IC～広野IC間4車線化及び
追加IC起工式

19日 JR只見線会津川口駅～只見駅間の鉄路復旧正式合意

30日 福島復興再生基本方針（改定）の閣議決定

7月

13日 福島県ウルトラマンARスタンプラリー開催 (～11月12日)
24日 第1回東京2020オリンピック・パラリンピック復興ふく

しま推進会議設立総会
25日 福島イノベーション・コースト構想推進機構設立
28日 南東北インターハイ開催（～8月20日）

1日 川俣町山木屋地区復興拠点商業施設｢とんやの郷｣
オープン

2日 第2回廃炉国際フォーラム開催（～3日）
（2日広野町、3日いわき市）

8月 4日 平成30年度国の予算に向けた取組について
双葉町・特定復興再生拠点区域復興再生計画（案）
企業立地促進計画の変更 他 [第71回本部]

6日 第15回福島復興再生協議会
（県）国の概算要求に向けて

9日 第69回全国植樹祭開催日決定（開催日：Ｈ30.6.10）

22日 マレーシア・ベトナム訪問（知事）（～26日）
27日 先端農業技術体験フェア（土地利用型農業）開催

（南相馬市）〈経済産業省、農林水産省との共催〉
28日 復興公営住宅の今後の対応方針について 他

[第72回本部]

6日 第15回福島復興再生協議会
（国）福島イノベーション・コースト構想推進

分科会の設置、復興・再生に向けた取組
状況等

12日 飯舘村復興拠点商業施設「いいたて村の道の駅ま

でい館」オープン

29日 平成30年度予算概算要求

9月 4日 国の平成30年度予算概算要求について [第73回本部]
〃 相馬地域の透析医療提供体制の整備実施を公表

15日 双葉町・特定復興再生拠点区域復興再生計画認定
20日 第３回霞ヶ関ふくしま復興フェア開催(～21日)

〃 国道114号 自由通行化

26日 「福島第一原発の廃止措置等に向けた中長期ロー

ドマップ」改訂

30日 ふたばワールド2017inとみおか開催（富岡町）
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10月 1日 「福が満開、福のしま。」ふくしま秋・冬観光キャ
ンペーン（～3月）

〃 マジカル福島2017開催(～11月26日)

12日 チャレンジふくしまフォーラムin北陸開催
14日 チャレンジふくしま県民運動フェスタ2017(～15日)
16日 大熊町・特定復興再生拠点区域復興再生計画（案）

[第74回本部]
18日 北米・南米県人会訪問（知事）（～27日）
19日 チャレンジふくしまフォーラムin東海開催
21日 ドローンフェスタ2017in南相馬開催（～22日）
25日 メディカルクリエーションふくしま2017開催(～26日)
31日 福島フードフェア2017

～ふくしまから はじめよう。食の商談会～開催

1日 避難地域における広域路線バス「南相馬～医大経
由福島線」運行開始

2日 避難地域における広域路線バス「川内～小野新町
経由上三坂車庫線」運行開始

21日 JR常磐線（竜田駅～富岡駅間）運転再開

28日 除去土壌の中間貯蔵施設への貯蔵開始

11月
7日 チャレンジふくしまフォーラムin関西開催
8日 第6回ふくしま再生可能エネルギー産業フェア

（REIFふくしま2017）開催（～9日）

15日 国道114号山木屋工区起工式

20日 浪江町・特定復興再生拠点区域復興再生計画（案）
他 [第75回本部]

第3回在外県人会サミット（～22日）
22日 ロボット・航空宇宙フェスタふくしま2017開催(～23日)
25日 ドローンフェスタ2017in浪江町開催（～26日）
27日 第１回福島イノベーション・コースト構想推進分科会
28日 ふたば未来学園中学校・高等学校 起工式
29日 ふくしまの復興・創生に向けた緊急要望

4日 東北中央自動車道（福島大笹生IC～米沢北IC）
開通

10日 大熊町・特定復興再生拠点区域復興再生計画認定
11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
17日 特定廃棄物の埋立処分施設への搬入開始

21日 ふくしまみらいビジネス交流会（医療機器分野）
開催（田村市）〈県共催〉

12月 1日 ふくしま心のケアセンターふたば出張所開所

10日 ふくしま・アーカイブフォーラム2017開催

18日 国道399号戸渡トンネル貫通式
23日 ふくしま大交流フェスタ2017開催
25日 平成30年度政府予算案について 他 [第76回本部]

1日 福島県産米及び水産物の一部に対するEUの輸入規
制緩和

〃 介護老人保健施設ヨッシーランド・認知症高齢者
グループホームヨッシーⅣ再開（南相馬市）

16日 第2回廃炉創造ロボコン
22日 平成30度予算政府案決定
〃 浪江町・特定復興再生拠点区域復興再生計画認定

30年

1月

15日 県道吉間田滝根線広瀬工区起工式〈県・国合同〉
21日 先端農業技術体験フェア（施設園芸型農業）開催

（浪江町）〈経済産業省、農林水産省との共催〉
29日 県営あづま球場の改修計画を発表
30日 チャレンジふくしまフォーラムin首都圏開催

28日 「中野地区復興産業拠点」起工式（双葉町）

2月 6日 福島ロボットテストフィールド起工式
7日 チャレンジふくしまフォーラムin中四国開催
8日 福島県水素利用シンポジウム2018inなみえ開催
14日 富岡町・特定復興再生拠点区域復興再生計画（案）

「重点推進計画（案）」について 他 [第77回本部]
〃 大熊町の復興及び再生に向けた帰還者向け住宅等の整

備に係る基本協定締結式
17日 東北4県・復興応援・復興フォーラム2018in東京開催
18日 第16回福島復興再生協議会

（県）平成30年度予算による主な県事業
19日 ふくしまの希望を描く動画「MIRAI2061」公開

18日 第16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
20日 ふくしまみらいビジネス交流会(ロボット×廃炉・

放射線分野)開催（富岡町）〈推進機構・経済産
業省との共催〉

3月

11日 3.11ふくしま追悼復興祈念行事開催
12日 飯舘村・特定復興再生拠点区域復興再生計画（案）

[第78回本部]
18日 ふくしま復興を考える県民シンポジウム2018開催
〃 県道原町川俣線「八木沢工区」開通
22日 イギリス・フランス訪問（知事）（～26日）
21日 福島復興学ワークショップ開催
22日 薄磯・沼ノ内地区 復旧・復興事業 竣工式
25日 第2回福島イノベーション・コースト構想シンポジウ

ム開催〈推進機構、経済産業省、復興庁との共催〉
27日 県立医科大学（仮称）保健科学部 施設概要の公表
28日 新生ふくしま一年の動き 他 [第79回本部]

3日 福島相双復興シンポジウム
9日 富岡町・特定復興再生拠点区域復興再生計画認定
10日 東北中央自動車道 相馬福島道路（相馬玉野IC～

霊山IC）開通

15日 大熊分析・研究センター施設管理棟開所

19日 県内の面的除染が全て終了(帰還困難区域を除く)
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