
県 国・市町村等

2年

4月

8日 令和３年度政府予算要望について
福島県復興計画(第３次)別冊(Ｒ２年度版) [第96回本部]

21日 新型コロナウイルス感染拡大防止のための福島県におけ
る緊急事態措置(～5月6日)

1日 東北初の水素燃料バスの運行開始【いわき市】
〃 阿武隈川で原発事故後初のイワナ等の試験採捕開始
2日 東京2020オリンピック聖火Ｊヴィレッジで展示(～7日)
4日 おだか認定こども園開園【南相馬市】
5日 いいたて希望の里学園開校【飯舘村】
8日 請戸地方卸売市場９年ぶり再開【浪江町】

13日 大川原地区復興拠点に福祉関連施設開所【大熊町】
16日 ネクサスファームおおくま(イチゴ)GLOBALG.A.P.取得

【大熊町】
〃 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態

宣言の対象地域を全都道府県に拡大(～5月6日)

5月 1日 福島復興再生特別措置法に基づく重点推進計画の変更の
内閣総理大臣認定

5日 新型コロナウイルス感染拡大防止のための福島県におけ
る緊急事態措置の期間延長決定(～5月31日)

15日 新型コロナウイルス感染拡大防止のための福島県におけ
る緊急事態措置の解除

22日 令和元酒造年度全国新酒鑑評会震災後最多33銘柄入賞

4日 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態
宣言の延長決定(～5月31日)

14日 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態
宣言の前倒し解除

19日 概算要求期限の１か月延長表明
22日 特定復興再生拠点区域でコメ試験栽培開始【大熊町】
27日 木戸川に震災後初のアユの稚魚放流【楢葉町】
30日 いわき震災伝承みらい館開館【いわき市】

6月 2日 県内で生産されたホシガレイ稚魚18万尾を放流(～3日)

19日 「低炭素水素の利活用拡大に関する連携・協力に関する
基本協定」を国立研究開発法人新エネルギー・産業技術
総合開発機構と締結

〃 イオンにおける｢福島鮮魚便｣コーナーの実施店舗が13店
舗に拡大

24日 ふくしまの復興・創生に向けた提案・要望 他
[第97回本部(22日)]

29日 県有施設で福島水素エネルギー研究フィールドで製造し
た水素を活用した自家発電開始

5日 復興庁設置法等の一部を改正する法律の成立
〃 小高ストアが相双地方での移動販売開始
8日 国際教育研究拠点に関する最終とりまとめ

[福島浜通り地域の国際教育研究拠点に関する有識者会議]

〃 公設民営｢ならは薬局｣開局【楢葉町】
11日 第34回復興推進委員会(テレビ会議)
19日 道の駅ならは約９年３か月ぶり全面営業再開【楢葉町】

24日 ｢空から見る復興の状況｣公表【復興庁】

7月 1日 福島廃炉関連産業マッチングサポート事務局新設
〃 県内で生産されたヒラメ稚魚125万尾を放流(～17日)
9日 復興祈念公園施設概要公表

17日 県内全ての防災緑地の整備が完了・供用開始
〃 県道長塚請戸浪江線(復興シンボル軸のバイパス部)全線

開通

30日 Fukushima Tech Createフォーラム開催
31日 福島イノベ倶楽部総会開催

1日 南相馬市産業創造センター開所【南相馬市】

7日 高付加価値産地構想公表【農林水産省】
17日 ｢令和３年度以降の復興の取組について｣復興推進会議決定
〃 骨太の方針2020閣議決定

19日 大熊・双葉環境まちづくりミーティング【環境省】

8月
2日 東北中央道相馬福島道路(伊達桑折IC-桑折JCT間)開通

25日 令和３年度国の予算に向けた取組について
応急仮設住宅の供与期間延長について 他 [第98回本部]

27日 ｢福島の復興に向けた未来志向の環境施策推進に関する連
携協力協定｣を環境省と締結

30日 第21回福島復興再生協議会
(県)国の概算要求に向けて

1日 道の駅なみえ一部供用開始【浪江町】
〃 双葉町で原発事故後初の小売店営業開始【双葉町】
〃 新地町文化交流センター開館【新地町】
3日 地域職業相談室約９年半ぶりに業務再開【浪江町】
〃 あがべご訪問看護ステーション開所【飯舘村】
8日 多目的交流施設｢ふかや風の子広場｣の完成【飯舘村】

23日 大熊・双葉環境まちづくりミーティング【環境省】

30日 第21回福島復興再生協議会
(国)福島復興・再生に向けた取組状況、福島第一原発の
廃炉・汚染水対策等

9月

12日 福島ロボットテストフィールド開所式

20日 東日本大震災・原子力災害伝承館開館
〃 復興祈念公園一部供用開始

28日 東京2020オリンピック聖火リレーの実施概要発表

9日 東日本大震災 復興加速化のための第９次提言
【自由民主党、公明党】

12日 大熊・双葉環境まちづくりミーティング【環境省】
14日 甘藷(サツマイモ)貯蔵施設落成式【楢葉町】
16日 菅内閣発足

30日 令和３年度予算概算要求、令和３年度税制改正要望

参考資料
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県 国・市町村等

10月
2日 国の令和３年度予算概算要求について

環境省との連携協力協定の締結について [第99回本部]
3日 小名浜港国際バルクターミナル供用式

15日 ふくしま常磐ものフェア展開(～12月23日)
16日 メディカルクリエーションふくしま2020WEB開催(～17日)

27日 ふくしまプライド。食材博開催
28日 ふくしま再生可能エネルギー産業フェア(REIFふくしま

2020)開催(～29日)
30日 福島イノベ倶楽部 福島ロボットテストフィールド視察会
〃 廃炉関連産業マッチング会開催

1日 双葉町産業交流センター開所【双葉町】
2日 相双スマートエコカンパニー工場竣工【大熊町】

14日 イチゴ栽培施設｢いちごプラント｣お披露目会【川内村】
16日 相馬市尾浜こども公園開園【相馬市】
24日 3･11伝承ロード推進機構主催｢防災・伝承セミナー｣
25日 復興市民市場(浜の駅松川浦)グランドオープン【相馬市】
28日 シャトルバス (JR双葉駅-伝承館・産業交流センター)運

行開始【双葉町】

11月 7日 東日本大震災・原子力災害伝承館、双葉町産業交流セン
ター、県復興祈念公園合同開所式

10日 新オリジナル米｢福､笑い｣先行販売(～1月11日)
〃 ふくしまグリーン復興推進協議会発足
〃 ふくしまグリーン復興構想の推進に向けたシンポジウム

開催
11日 ふくしまの復興・創生に向けた緊急要望
16日 スマート農業・先端技術体感フェアinとみおか開催
18日 岩瀬農業高校｢グローバルＧＡＰ｣認証取得品目数高校単

独日本一
20日 ｢災害対応におけるドローン等の活用促進に関する協定｣

を消防庁及び福島イノベーション・コースト構想推進機
構と締結

24日 福島イノベーション・コースト企業立地セミナー
〃 福島ロボットテストフィールドで県総合防災訓練実施

27日 ロボット・航空宇宙フェスタふくしま2020開催(～28日)
28日 ほぼ30歳のふくしま大同窓会オンライン開催

4日 双葉地方森林組合が富岡町の本所で約９年８か月ぶりに
業務再開

20日 なみえ水素タウン構想発表【浪江町】

27日 福島再生・未来志向シンポジウム【環境省】
28日 新地駅周辺市街地整備事業竣工式【新地町】
30日 第35回復興推進委員会(テレビ会議)

12月

21日 ふくしま満天堂グランプリ2020表彰式
25日 令和３年度政府予算案等について 他 [第100回本部]
〃 福島イノベ構想クイズ＆スタンプラリー開催(～1月31日)

4日 新地地方卸売市場約10年ぶりに取引再開【新地町】
18日 ｢国際教育研究拠点の整備について｣復興推進会議決定
19日 福島イノベーション・コースト構想シンポジウム開催
21日 令和３年度予算政府案閣議決定
〃 令和３年度税制改正大綱閣議決定

3年

1月 26日 Fukushima Tech Create2021スタートアップピッチオンラ
イン開催

24日 第５回廃炉創造ロボコンで福島高専が最優秀賞受賞
25日 広野町産バナナ｢綺麗｣JGAP取得【広野町】

2月 3日 ふくしま若者会議オンライン開催
5日 福島イノベ倶楽部オンライン研修会開催
8日 ふくしま。GAPチャレンジセミナー開催
9日 ふくしま知らなかった大使任命

13日 福島県沖地震
19日 ｢福島県2050年カーボンニュートラル｣宣言
21日 第22回福島復興再生協議会(テレビ会議)
23日 香港の小売店で震災後初となる｢福島県｣フェア開催

(～3月7日)
26日 スマート農水産業･先端技術体感フェアinいわき開催

(～27日)
27日 ふくしまの酒まつり・味噌醤油まつりオンライン開催

2日 大熊町立診療所開設【大熊町】

8日 福島新エネ社会構想改定 [福島新エネ社会構想実現会議]
9日 省エネ・省資源の未来シンポジウム【環境省】

19日 未来志向の新たな環境施策と除去土壌等の県外最終処分
に向けた理解醸成活動の強化を発表【環境省】

21日 第22回福島復興再生協議会(テレビ会議)
22日 第1回国際教育研究拠点に係る関係省庁会議

27日 常磐自動車道いわき中央IC-いわき四倉IC間の一部で４車
線供用開始

28日 広野町復旧・復興事業竣工式【広野町】
〃 福島第一原子力発電所３号機使用済燃料プールからの燃

料取り出し完了

3月 1日 福島復興再生計画(案)について 他 [第101回本部]
〃 ｢～あの日から10年～ふくしまの今2021｣動画配信開始
4日 米の食味ランキング特Ａ獲得数４年連続日本一
5日 廃炉関連産業マッチング会開催
6日 東京2020オリンピック聖火ランナー発表

11日 3.11ふくしま追悼復興祈念行事開催
12日 福島県新スローガン｢ひとつ、ひとつ、実現する ふくし

ま｣策定
〃 環境回復10年の取組公開

14日 ふくしま復興を考える県民シンポジウム2021開催
16日 ｢東日本大震災・原子力災害 10年の記録｣発行
18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102回本部]
20日 ＪＦＡメディカルセンター開所式(Ｊヴィレッジ)

29日 第２期福島県復興計画(案)について
福島復興再生計画(案)について 他 [第103回本部]

1日 第36回復興推進委員会(テレビ会議)

6日 東日本大震災・原子力災害伝承館主催｢3.11メモリアルイ
ベント｣開催

8日 福島12市町村の将来像に関する有識者検討会が新たな提
言を復興大臣に提出

[福島12市町村の将来像に関する有識者検討会]
9日 ｢復興・創生期間｣後における東日本大震災からの復興の

基本方針(変更)の閣議決定
11日 東日本大震災発災10年オンラインシンポジウム

【復興庁】
13日 いっしょに考える｢福島､その先の環境へ｡｣シンポジウム

【環境省】
20日 道の駅なみえグランドオープン【浪江町】
23日 川内小学校・中学校閉校式【川内村】
25日 聖火リレーＪヴィレッジからスタート
26日 福島復興再生基本方針（改定）の閣議決定
27日 小高区４小学校合同閉校記念式典【南相馬市】
28日 地域交流館「富岡わんぱくパーク」オープン【富岡町】
31日 浪江小学校､幾世橋小学校､請戸小学校､大堀小学校､

苅野小学校､浪江中学校､浪江東中学校が閉校【浪江町】
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