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町内住環境の充実・向上、安全・安心の確保、防犯・防災対策【25.3億円】

◆町内定住支援事業（1億5,200万円）

町内生活環境の更なる充実に向けた取組を強化するため、町内に帰還す
る方・新たに町民になる方に対し補助金・奨励金を交付します。

【定住促進化対策住宅補助金】
町内に居住するために住宅を新築、または既存住宅のリフォー

ム、物件を取得するものに対して補助金を交付。

“ふるさと富岡”の更なる生活環境の向上・充実に向けた取り組み強化

●住環境回復支援事業（2億8,211万円）
復興拠点内(曲田地区)の整備、既存住宅清掃費補助や害虫等駆
除等、住環境の整備と回復を支援します。

●道路整備事業（11億1,793万円）
県道広野小高線から復興拠点内へのアクセス道路整備や既存道
路の修繕など、道路通行の安全確保を図ります。

●公共交通事業（1,770万円）

復興拠点内の路線バス及びデマンドバスの運行します。

●公園・河川維持管理事業（1,416万円）

富岡川周辺の環境整備及び町内公園の遊具を更新します。

●防災・防犯対策支援事業（1億1,589万円）
防犯カメラ設置補助や備蓄倉庫の整備等を進めます。

●防火・防犯パトロール事業（3億236万円）
24時間体制での防火・防犯パトロールを実施し、各種見守り活
動と連携したネットワーク体制の構築を進めます。

帰還困難区域の再生【4.9億円】

◆街路樹（桜）保全管理事業（2,350万円）

町のシンボル桜並木の保全管
理と道路環境の安全を確保し、
人々の交流が生み出されるよう
な地域の再生を目指します。

●公共下水道災害復旧事業（1億8,183万円）

●道路橋梁施設災害復旧事業（1億540万円）

●照明灯復旧事業（9,900万円）

●道路施設環境整備事業（8,200万円）

保健医療福祉体制の強化【3.7億円】

◆保健・医療・福祉サービス提供事業（連携事業）

町民が安心して生活できる
保健医療福祉体制の更なる充
実に向けて、国・県・関係機
関との連携強化を図り、薬局
開設の協議検討や保健医療福
祉機関マップの作成など、
ニーズに応じた体制強化に取
組みます。

“ふるさと富岡”の発展を支える産業と地域交流基盤の再生

新たな産業基盤の整備【8.9億円】

◆富岡産業団地整備事業（8億8,263万円）

安定的な雇用、町内事業者の早
期事業再開、新たな産業を創出す
る産業団地の整備と町とのコミュ
ニティを深める交流公園を整備し
ます。

地域交流基盤の再生【4.5億円】

◆地域交流館整備事業（1億1,843万円）

帰還した子どもと保護者をはじめ
とする子育て世代の支援及び「さく
らモールとみおか」との連携による
地域活性化を図るため、屋内遊び場
や交流の場を整備します。

商工業の再生とにぎわい創出【2.4億円】

●文化交流センター運営事業（1億2,213万円）
図書館を含め全館を再開し、生涯学習と文化振興を図ります。

●総合スポーツセンター施設機能回復事業（2億500万円）
ふれあいドーム等の機能回復を図り、スポーツを通じた健康増進・

地域間交流を図ります。

●復興まちづくり会社支援事業（1,000万円）

◆さくらモールとみおか施設運営事業（1億843万円）

人々が集いにぎわう買い物環
境の一層の向上に向け、公設民
営型複合商業施設の運営をしま
す。

●企業誘致促進事業（1,013万円）

富岡産業団地への企業誘致、地域経済活性化を図るため、
各種イベント開催や地域資源の調査・分析等を実施します。

●プレミアム付商品券事業（5,500万円）

地域経済活性化、事業再開及び町民の帰還を促進するため、
プレミアム付き商品券を販売します。

町内外での生活支援【4.2億円】

◆町外生活総合サポート（1億7,275万円）

避難先でのコミュニティ形成及びつながりを維持し、安定した住環境を提供する
ため、「県外避難者支援拠点事務所」や「高齢者サポートセンター」等を運営し、
戸別訪問や電話相談並びに交流会等の支援活動を実施し心の復興を目指します。

●健康づくり・包括支援事業（1億4,326万円） ●住宅相談・生活支援事業（8,624万円）

“ふるさと富岡”とのつながり【6.7億円】

◆情報発信強化事業（9,060万円）

情報発信の強化及び広聴の充実を図るため、「とみっぴー」をはじめ、SNS
や民報ラジオ等を活用した情報発信を展開し、町内外の町民のつながりを
保ちます。

●ふるさととの“つながり”交流事業（1億5,828万円） ●コミュニティ維持事業（9,862万円）

町民が心身共に健康で、安心して生活ができるサービスを
提供するため、訪問活動等を通じた生活支援の更なる強化
を図ります。

安心し生活できる住環境を提供するため、町内外での生活に対
する相談支援を行います。

さくら祭りやえびす講市、ロードレース大会など各種イベント
を実施します。

避難先での孤立化等防ぐため、町内外の交流サロンを運営します。

●アーカイブ事業（2億8,053万円）

アーカイブ施設設置基本構想に基づき施設を整備します。

●震災記録誌作成事業（1,000万円）
富岡町の復興のあゆみを発信するため、
記録誌（第2版）を作成します。

（再掲事
業含む）

（再掲事
業含む）

（再掲事
業含む）

●駅前にぎわいづくり計画策定事業（2,000万円）

【子育て世帯奨励金】
町内に居住する15歳未満の子どもを扶養している子育て世帯に

対して奨励金を交付。

魅力ある教育･保育･子育て支援【10.5億円】

◆認定こども園施設整備事業（4億4,507万円）

子どもたちを安心して預け
られる環境を整備するため、
町立富岡保育所を改修し、認
定こども園を整備します。

●富岡一中プール等整備事業（4億4,450万円）
小中学校の更なる教育環境の向上を図るため、

屋内プール・北校舎・遊具を整備します。

●町内スクールバス運行事業（1,814万円）
町内スクールバスを運行し、通学時の安全と利便性を図る。

●就学援助・保育料助成事業（1億199万円）
町内外問わず、教育費・保育料等の無償化を図ります。

●健康づくり・予防活動事業（1億2,970万円）
内部被ばく検査や各種検診の実施、介護予防活動等、訪問活

動等の更なる強化を図ります。

●施設運営事業（1億2,840万円）
高齢者サポート施設や町立診療所等の施設運営を継続します。

●保健医療福祉活動支援事業（9,200万円）
社会福祉協議会をはじめとした各種団体の活動を支援

●介護人材育成事業（18万円） します。

農林水産業の再生【13.3億円】

◆農業水利施設整備事業（8億9,025万円）
営農再開に必要な農業水利施設

（ため池等）の機能回復を図るた
め、施設の修繕や放射性物質によ
り汚染されたため池の対策工事
（底質除去）等を実施します。

町民一人ひとりの生活再建と“心”の復興に向けたつながり強化

●中小企業事業再開支援事業（5,250万円）

●営農再開等支援事業（3億2193万円）
営農再開に必要な、有害鳥獣の捕獲や農地等保全管理の実施、

農業を通じた交流を深める「ふれあい農園」を整備します。

●水産業共同利用施設整備事業（1億173万円）
富岡漁港内に漁具倉庫や上架施設等を整備します。

除染･放射線ﾘｽｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ【9.4億円】

◆放射線リスクコミュニケーション事業(連携事業)

長崎大学等の関係機関と連携し、
放射線情報まとめサイトでの情
報発信、放射線に関する正しい
知識の理解促進や疑問解決、不
安の解消を図ります。

●除染対策事業（8億6,580万円）

除染検証や生活圏に隣接するため池の放射線対策工事等を実施

します。

●放射線管理事業（6,421万円）

内部被ばく検査やD-ｼｬﾄﾙによる放射線健康管理、自家消費野菜

等測定所の整備や継続した測定業務を行います。

※除染については、国直轄で実施します。

夜の森の桜

保健センター

さくらモールとみおか

産業団地完成予想図
新築住宅イメージ図

県外避難者拠点事務所主催の交流イベント

震災前の富岡保育所

四倉サロン親子交流会

車座集会

ため池放射性物質対策工事の様子

Ⅰ 平成30年度一般会計当初予算の概要
157億8,409万6千円（前年度比41億5,980万1千円減）
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町内住環境の充実・向上、安全・安心の確保、防犯・防災対策【25.3億円】

◆町内定住支援事業（1億5,200万円）

町内生活環境の更なる充実に向けた取組を強化するため、町内に帰還す
る方・新たに町民になる方に対し補助金・奨励金を交付します。

【定住促進化対策住宅補助金】
町内に居住するために住宅を新築、または既存住宅のリフォー

ム、物件を取得するものに対して補助金を交付。

“ふるさと富岡”の更なる生活環境の向上・充実に向けた取り組み強化

●住環境回復支援事業（2億8,211万円）
復興拠点内(曲田地区)の整備、既存住宅清掃費補助や害虫等駆
除等、住環境の整備と回復を支援します。

●道路整備事業（11億1,793万円）
県道広野小高線から復興拠点内へのアクセス道路整備や既存道
路の修繕など、道路通行の安全確保を図ります。

●公共交通事業（1,770万円）

復興拠点内の路線バス及びデマンドバスの運行します。

●公園・河川維持管理事業（1,416万円）

富岡川周辺の環境整備及び町内公園の遊具を更新します。

●防災・防犯対策支援事業（1億1,589万円）
防犯カメラ設置補助や備蓄倉庫の整備等を進めます。

●防火・防犯パトロール事業（3億236万円）
24時間体制での防火・防犯パトロールを実施し、各種見守り活
動と連携したネットワーク体制の構築を進めます。

帰還困難区域の再生【4.9億円】

◆街路樹（桜）保全管理事業（2,350万円）

町のシンボル桜並木の保全管
理と道路環境の安全を確保し、
人々の交流が生み出されるよう
な地域の再生を目指します。

●公共下水道災害復旧事業（1億8,183万円）

●道路橋梁施設災害復旧事業（1億540万円）

●照明灯復旧事業（9,900万円）

●道路施設環境整備事業（8,200万円）

保健医療福祉体制の強化【3.7億円】

◆保健・医療・福祉サービス提供事業（連携事業）

町民が安心して生活できる
保健医療福祉体制の更なる充
実に向けて、国・県・関係機
関との連携強化を図り、薬局
開設の協議検討や保健医療福
祉機関マップの作成など、
ニーズに応じた体制強化に取
組みます。

“ふるさと富岡”の発展を支える産業と地域交流基盤の再生

新たな産業基盤の整備【8.9億円】

◆富岡産業団地整備事業（8億8,263万円）

安定的な雇用、町内事業者の早
期事業再開、新たな産業を創出す
る産業団地の整備と町とのコミュ
ニティを深める交流公園を整備し
ます。

地域交流基盤の再生【4.5億円】

◆地域交流館整備事業（1億1,843万円）

帰還した子どもと保護者をはじめ
とする子育て世代の支援及び「さく
らモールとみおか」との連携による
地域活性化を図るため、屋内遊び場
や交流の場を整備します。

商工業の再生とにぎわい創出【2.4億円】

●文化交流センター運営事業（1億2,213万円）
図書館を含め全館を再開し、生涯学習と文化振興を図ります。

●総合スポーツセンター施設機能回復事業（2億500万円）
ふれあいドーム等の機能回復を図り、スポーツを通じた健康増進・

地域間交流を図ります。

●復興まちづくり会社支援事業（1,000万円）

◆さくらモールとみおか施設運営事業（1億843万円）

人々が集いにぎわう買い物環
境の一層の向上に向け、公設民
営型複合商業施設の運営をしま
す。

●企業誘致促進事業（1,013万円）

富岡産業団地への企業誘致、地域経済活性化を図るため、
各種イベント開催や地域資源の調査・分析等を実施します。

●プレミアム付商品券事業（5,500万円）

地域経済活性化、事業再開及び町民の帰還を促進するため、
プレミアム付き商品券を販売します。

町内外での生活支援【4.2億円】

◆町外生活総合サポート（1億7,275万円）

避難先でのコミュニティ形成及びつながりを維持し、安定した住環境を提供する
ため、「県外避難者支援拠点事務所」や「高齢者サポートセンター」等を運営し、
戸別訪問や電話相談並びに交流会等の支援活動を実施し心の復興を目指します。

●健康づくり・包括支援事業（1億4,326万円） ●住宅相談・生活支援事業（8,624万円）

“ふるさと富岡”とのつながり【6.7億円】

◆情報発信強化事業（9,060万円）

情報発信の強化及び広聴の充実を図るため、「とみっぴー」をはじめ、SNS
や民報ラジオ等を活用した情報発信を展開し、町内外の町民のつながりを
保ちます。

●ふるさととの“つながり”交流事業（1億5,828万円） ●コミュニティ維持事業（9,862万円）

町民が心身共に健康で、安心して生活ができるサービスを
提供するため、訪問活動等を通じた生活支援の更なる強化
を図ります。

安心し生活できる住環境を提供するため、町内外での生活に対
する相談支援を行います。

さくら祭りやえびす講市、ロードレース大会など各種イベント
を実施します。

避難先での孤立化等防ぐため、町内外の交流サロンを運営します。

●アーカイブ事業（2億8,053万円）

アーカイブ施設設置基本構想に基づき施設を整備します。

●震災記録誌作成事業（1,000万円）
富岡町の復興のあゆみを発信するため、
記録誌（第2版）を作成します。

（再掲事
業含む）

（再掲事
業含む）

（再掲事
業含む）

●駅前にぎわいづくり計画策定事業（2,000万円）

【子育て世帯奨励金】
町内に居住する15歳未満の子どもを扶養している子育て世帯に

対して奨励金を交付。

魅力ある教育･保育･子育て支援【10.5億円】

◆認定こども園施設整備事業（4億4,507万円）

子どもたちを安心して預け
られる環境を整備するため、
町立富岡保育所を改修し、認
定こども園を整備します。

●富岡一中プール等整備事業（4億4,450万円）
小中学校の更なる教育環境の向上を図るため、

屋内プール・北校舎・遊具を整備します。

●町内スクールバス運行事業（1,814万円）
町内スクールバスを運行し、通学時の安全と利便性を図る。

●就学援助・保育料助成事業（1億199万円）
町内外問わず、教育費・保育料等の無償化を図ります。

●健康づくり・予防活動事業（1億2,970万円）
内部被ばく検査や各種検診の実施、介護予防活動等、訪問活

動等の更なる強化を図ります。

●施設運営事業（1億2,840万円）
高齢者サポート施設や町立診療所等の施設運営を継続します。

●保健医療福祉活動支援事業（9,200万円）
社会福祉協議会をはじめとした各種団体の活動を支援

●介護人材育成事業（18万円） します。

農林水産業の再生【13.3億円】

◆農業水利施設整備事業（8億9,025万円）
営農再開に必要な農業水利施設

（ため池等）の機能回復を図るた
め、施設の修繕や放射性物質によ
り汚染されたため池の対策工事
（底質除去）等を実施します。

町民一人ひとりの生活再建と“心”の復興に向けたつながり強化

●中小企業事業再開支援事業（5,250万円）

●営農再開等支援事業（3億2193万円）
営農再開に必要な、有害鳥獣の捕獲や農地等保全管理の実施、

農業を通じた交流を深める「ふれあい農園」を整備します。

●水産業共同利用施設整備事業（1億173万円）
富岡漁港内に漁具倉庫や上架施設等を整備します。

除染･放射線ﾘｽｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ【9.4億円】

◆放射線リスクコミュニケーション事業(連携事業)

長崎大学等の関係機関と連携し、
放射線情報まとめサイトでの情
報発信、放射線に関する正しい
知識の理解促進や疑問解決、不
安の解消を図ります。

●除染対策事業（8億6,580万円）

除染検証や生活圏に隣接するため池の放射線対策工事等を実施

します。

●放射線管理事業（6,421万円）

内部被ばく検査やD-ｼｬﾄﾙによる放射線健康管理、自家消費野菜

等測定所の整備や継続した測定業務を行います。

※除染については、国直轄で実施します。

夜の森の桜

保健センター

さくらモールとみおか

産業団地完成予想図
新築住宅イメージ図

県外避難者拠点事務所主催の交流イベント

震災前の富岡保育所

四倉サロン親子交流会

車座集会

ため池放射性物質対策工事の様子

Ⅰ 平成30年度一般会計当初予算の概要
157億8,409万6千円（前年度比41億5,980万1千円減）
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① 交流サロン

町外で生活されてい
る皆さまが、気軽に集
い、より一層交流を深
める場として、県内５
ヶ所に交流サロンを設
置しています。

交流サロンでは、各
種教室の開催や趣味な
どの自主的な活動を、
サロン職員がサポート
しています。

重点施策・重要項目
Ⅱ

富岡町さくらサロン

ふくしま絆カフェ富岡

四倉交流サロン

平交流サロン

泉玉露交流サロン

施設名 住所 開所日 開所時間 連絡先
平交流サロン いわき市平北白土字宮前８ 050-3608-2864
四倉交流サロン いわき市四倉町字東2丁目115 0246-38-4355
泉玉露交流サロン いわき市泉玉露4丁目1-11 0246-38-4242

ふくしま絆カフェ富岡 郡山市昭和2丁目17-2 024-953-4133
富岡町さくらサロン 福島市泉字泉川15-7 月～金 午前10時～午後4時 024-557-8780

月～土 午前10時～午後5時

絵手紙教室

ゆる体操

料理教室

ハンドマッサージ講習

１ 生活のサポート

なお、「ふくしま絆カフェ富岡」が平成３１年２月中、「泉玉露交流サロ
ン」が平成３１年３月中に、閉鎖となります。

同じ地区内では、コミュニティ交流施設が下記のとおり運営されています
ので、ぜひご利用ください。

郡山市内 いわき市泉地区内

施設名 おだがいさまセンター
高齢者等サポートセンターいずみ

2階「地域交流サロン」

郡山市富田若宮前３２ いわき市泉町滝尻字定ノ田２２３

（富田若宮前応急仮設住宅敷地内） （スーパーマルト泉店の裏）

開館日 月～土(日・祝日休み） 月～金（土・日、祝日休み）

開所時間 午前9時～午後5時 午前8時～午後5時

業務内容

（各種教室）
　元気アップ教室・健康講話・ペーパークラフト
　理学療法士によるチューブ体操・メディカルヨガ

（その他）
　うたの会・音楽家による演奏会
　ノルディックウォーキング
　専門職による健康・福祉相談　ほか

フィットネスジム併設
（利用時間：午前9時～12時　午後2時～4時）

富岡町社会福祉協議会 郡山支所 社会福祉法人　光美会

０２４－９３５－３３３２ ０２４６－３８－３８２１
連絡先

（各種教室）
　編み物・音読・社交ダンス・フラダンス
　元気アップ・絵手紙・陶芸・ハングル
　１張り教室など

（その他）
　喫茶つつじ、カメラサークル、
  老人クラブ踊りの会
　親子交流会すくすくサロン　ほか

住所
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③ コミュニティ団体設立支援・運営費の助成

町外生活を継続している方々が、居住先の地域内において、コミュニティの
増進やイベントの実施などの自主的な活動を行う組織を設立し、「広域コミュ
ニティ推進団体」に登録された団体には、補助金を交付しています。

団体の登録には１０世帯以上の会員が必要となり、交付額は会員世帯数に応
じて１０万円～３０万円です。

定例総会 いわきすみれ会の皆さん（いわきおどり）

県内からの帰還 県外からの帰還

単身世帯
最大 ８万円

基礎補助３万円＋追加補助５万円

最大 １０万円

基礎補助５万円＋追加補助５万円

複数世帯

（２人以上）

最大 １０万円

基礎補助５万円＋追加補助５万円

最大 １５万円

基礎補助１０万円＋追加補助５万円

④ 早期帰還移転補助金について

町内の自宅へ帰還した方、曲田・栄町団地に入居した方、町内でご自宅を再
建してお住まいの方に、引っ越しに要した費用の一部を補助します。
申請の際には、町内居住届の提出のほか、仮設・借上げ住宅、町外の復興公

営住宅に入居していた方は、退去手続きが完了していることを確認します。

復興支援員による戸別訪問

富岡町民交流会（東京）

県外避難者支援拠点事務所
（埼玉県さいたま市浦和区常磐６－４－２１ ときわ会館４F）
連絡先：048-832-0600 （土日・祝日休み）

町内バスツアー
（さくらまつり）

富岡町民交流会（仙台）

② 県外避難者支援事業

埼玉県さいたま市を拠点
に、町が委嘱した復興支援
員が、県外にお住まいの皆
さまのサポートと“ふるさ
と富岡”とのつながり維持
のため、様々な活動を行っ
ています。
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地域包括支援センターには、保健師や社会福祉士、ケアマネージャーなどの
資格を持った職員が配置されており、高齢者やその家族からの様々な相談に応
じています。

地域包括支援センター
⑤ 地域包括支援

５

ご本人やご家族、地域の方々からの日常生活の困りごとや悩みごと等の
ご相談に福祉・保健・介護等の専門職員が対応する総合窓口です。

お気軽にご相談ください（相談内容に関しての秘密は固く守ります）。

富岡町地域包括支援センター 担当地域 電話番号

富岡町

富岡町役場内
富岡町、相双、伊達市 ０２４０－２２－２１１１

いわき市

富岡町役場いわき支所内
いわき市全域 ０２４６－８８－１９５８

郡山市

富岡町役場郡山支所内

県北、県中、県南

会津、県外
０２４－９８３－９２１４

健康のために

体に良いことを
したい

生活やお金の
管理が不安

介護について
相談したい

認知症について
知りたい

近所の一人暮らし
の方の姿を

最近見かけないの
で心配



２ 課税方針

平成３１年度以降 通常課税

土地・建物
償却資産

解除区域 帰還困難区域
平成３１年度
平成３２年度

２分の１
減額課税 全額課税免除

継 続

通常課税
（使用不能等で放置
の場合、申請により
減免）

平成３３年度 通常課税

国の減免制度
継続の場合

○平成３１年度
・上位所得層世帯（※）は通常課税
それ以外は全額減免

・帰還困難区域は全額減免を継続
国の減免制度
終了の場合

○平成３１年度から通常課税

① 住民税（町県民税）

② 固定資産税

★ 震災等の影響により解体した住宅の敷地は、「空き地」であっても、平成
３３年度分まで住宅用地の特例（※）を適用します。
※ 住宅用地の特例とは

固定資産課税標準額を「２００㎡までは６分の１」、「それを超える部
分は３分の１」の額にするものです。

③ 国民健康保険税

★ 国の減免措置の継続・終了は、平成３１年２月ごろに決定する予定です。
※ 上位所得層世帯とは

「平成３０年分（１月１日～１２月３１日）の世帯の全ての被保険者の
合計所得が６００万円を超える世帯」のことです。

④ 軽自動車税

通常課税。ただし、帰還困難区域内に使用不能等で放置の場合、申請によ
り減免。

６

平成３１年度は、
この額の２分の１
が課税されます。



３ 除染の進捗と放射線量の推移

地 目 除染前
Ｈ２８年度

事後モニタリング

Ｈ２９年度

事後モニタリング

全地目 １．９７μＳｖ ０．６３μＳｖ ０．５４μＳｖ

宅 地 １．９８μＳｖ ０．５１μＳｖ ０．４２μＳｖ

※ 事後モニタリングとは
「除染効果の維持を確認するため、除染終了後、半年から１年経過後に

測定する」ものです。

① 町内の放射線量

昨年度、環境省が実施した事後モニタリング(※)結果によると、町内(避難指示
が解除された地域)の１時間当たりの放射線量の平均値は、次のとおりです。

町内では更なる放射線量の低減に向け、フォローアップ除染を実施中です。
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除染前 除染後

② 特定復興再生拠点区域内の取組み

帰還困難区域では、昨年度より桜並木沿線の先行除染が実施されています。
また、今年度は、帰還困難区域内の「特定復興再生拠点区域」の除染も開始さ

れました。
町は、定期的な放射線モニタリングを実施し、町内放射線量の状況を町民の皆

さまに広報紙やホームページ等でお知らせしていきます。

●夜ノ森駅周辺の除染作業風景

●夜の森公園
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夜の森
公 園

平成３０年６月測定結果

夜の森地区先行除染エリア⇒平成２９年７月より除染開始

平成２９年６月測定結果

夜の森
公 園

③ 先行除染を行った桜並木沿線の放射線量

町は、町内放射線量を把握するために定期的なモニタリング調査を実施して
おり、先行除染をした桜並木沿線の放射線量は、次のとおりです。

● 桜並木沿線の除染前後の放射線量
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内部被ばく検査
甲状腺検査の実施

自家消費野菜等の
放射能測定検査の実施

放射線モニタリング調査の実施

④ 放射線リスクコミュニケーション活動

町は、長崎大学の協力のもと、町民の皆さまの被ばく線量評価や食品等放射
能検査を実施しています。

また、除染効果を検証するため、町独自の放射線モニタリング調査や、有識
者による「除染検証委員会」を開催しています。
さらに、ゲルマニウム半導体式放射能測定器、非破壊式放射能測定器による

測定や測定結果の説明、相談などを行う測定所を役場敷地内に整備中です。

車座集会の開催

除染検証委員会の開催

10
役場敷地内に測定所を整備中



Ⅲ
町内の状況

① 情報発信

町民の皆さまへの情報提供はもと
より、多くの方々に富岡町と町の現
状をお知らせするため、様々な情報
発信を行っています。
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富富富岡岡岡町町町公公公式式式アアアカカカウウウンンントトト   
 

 

 

町のできごとを 
タイムリーにお届け！ 

毎日更新してるっぴ！ 
毎週月曜日の 
町内天気予報は 
よく当たるって評判っぴ♪ 

イベントの模様などを動画で発信！ 
懐かしいアノ人も 

発見できるかも♡ 

運用開始から１年経過。 
たくさんの人に 
ご利用いただいています。 
コミュニティ広場には、写真を 
掲載したり、富岡ファンと 
つながることができます。 

LINEでも、 
富岡町の情報をゲット！ 
手続きなどで困ったことが
あったら、LINEで質問。 

すぐに回答します☺ 

「とみっぴーラジオ」 放送中♬
ラジオ福島・毎月第２火曜日・１４：１０~１４：２０

１ 町民と町とのつながり

とみおか広報
my hometown

TOMIOKA 2018 ９
No.671

広報紙「広報とみおか」

情報を探しやすくなる
新しい町ホームページ
（１０／１運用開始予定）

各種電子媒体
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② イベント

○ ４月１４日（土）～
１５日（日）

○ 富岡第二中学校

○ １，３００人来場

富岡町桜まつり２０１８

○ ８月１４日（火）

○ 富岡第一中学校

○ ３５０人来場

○ １０月１７日（水）～
１８日（木）

○ 平泉中尊寺と南三陸温泉

○ ９４人参加予定

○ ８月１５日（水）

○ 麓山神社（上手岡地区）

○ ５００人来場

富岡町夏祭り２０１８

麓山の火祭り

ふれあい町民号

○ １１月１０日（土）～
１１日（日）

１０：００～
１５：００予定

○ 富岡第一小学校

えびす講市

昨年度の様子

昨年度の様子 12



③ 町内居住者

④ 住民票

町内に居住する場合、見まわり等の訪問活動や災害等の緊急時の所在確認など
を迅速に行うことを目的として、本庁の窓口で「町内居住届」を提出いただいて
います。

また、町内の震災以前の住所ではないところに帰還した場合には、別途「転居
届」の手続きも必要です。

なお、町内居住届を提出いただくことにより、早期帰還移転補助金等の補助を
受けることができます。

町内居住者
町外生活者

県内 県外

７７０人 ９，７４３人 ２，６３７人

◆ 居住先の状況（平成３０年９月１日現在）

住民票は、法律や判例により、生活の本拠地となる市区町村に登録すべきも
のと考えられており、それによりその自治体の行政サービスを受けることが
できるものです。

現在は、「原発避難者特例法」により、法令上特例的に住民票を異動する
ことなく居住地自治体の一定の行政サービスを受けることが可能となってい
ます。このため、今のところ、居住地に住民票を異動する必要はありません
が、被災地の復興状況の進捗などにより、将来、この特例的な取り扱いは終
了することになります。

今後、お子さんの学校教育や、高齢者等におけ
る各種福祉サービスなど、行政サービスを継続し
て受けるために、将来に向けてご家族の間でご相
談ください。

13



２ 教育・子育て支援

・ 運営形態
幼稚園機能と保育所機能の両方を持ち、小学

校就学前のお子さまの教育・保育・子育て支援
を一体的に提供します。
（０歳児～５歳児のお子さまをお預かり）

・ 場所
富岡町小浜字大膳町１５２（旧富岡保育所）

① 認定こども園

子どもとその家族が安心して生活ができる教育と保育を一体的に行うため、
来年４月のオープンをめざして、認定こども園を整備しています。

４月の開園をめざして改修中

② 子育て世帯支援奨励金

町内の子育て世帯の定着を促進するため、定住することが確実な子育て世
帯に対して奨励金を交付します。

○ 交付要件
住民登録が町内居住地にあり、１５歳（中学３年生）までの子どもを扶

養し、かつ、平成２９年４月１日以降３年以上継続して居住する世帯
○ 交付額

① 移住に関する奨励金として「１世帯３０万円」
（「早期帰還移転補助金」対象の世帯は、当該金額を控除）

② 子育て奨励金として「子ども１人月１万５千円」
（子どもが１５歳（中学３年生）までの最長３年間）

★詳細は、健康福祉課までお問い合わせください。
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★ 入園の申し込みは、１１月に改めてご案内します。

震災前の富岡保育所の様子



③ 学校関係

富
岡
校

小学校 １４人

中学校 ６人

預かり保育
（平成３１年３月まで）

５人

三
春
校

小学校 １２人

中学校 １０人

幼稚園
（平成３４年３月まで）

４人

とみたさくら保育施設
（平成３１年３月まで）

６人

◇ 児童・生徒などの人数

◇ 教育環境の状況
本年４月に再開した富岡校、平成２３年度に開校した三春校はいずれも

少人数での運営となっていますが、この状況を消極的には捉えずに、少人
数ならではの良さを生かすとともに、特色ある学校づくりを行っています。

◇ 富岡校の状況
屋根付きプールが６月に竣工しま

した。
現在は、第一中学校北校舎を全面

改修しており、より良い教育環境づ
くりを図っています。

・ ＴＶ会議システムを利用した富岡校・三春校の遠隔合同授業
・ ＩＣＴ教育の積極的な活用
・ 外国人講師による幼稚園からの英語授業
・ 地域の方を交えた富岡校・三春校合同運動会
・ 地域住民や、様々な分野の専門家を招いた多世代交流

15
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３ 医療・保健・福祉・介護

① 医療
◇ １次医療
● 町立とみおか診療所

・ 今村 諭 院長
・ ０２４０－２２－６５２２
・ 内科、外科

精神科（第２・４土曜日のみ）
・ その他、健康診断や予防接種

診療時間 月 火 水 木 金 土 日

９：００～１２：３０ ○ ○ ○ ○ ○

１３：３０～１７：００ ○ ○ ○ ○

● 富岡中央医院
・ 井坂 晶 院長
・ ０２４０－２２－６５６０
・ 内科、外科、小児科、麻酔科
・ その他、健康診断、予防接種
喫煙外来

診療時間 月 火 水 木 金 土 日

８：３０～１２：００ ○ ○ ○ ○

１３：００～１７：３０ ○ ○ ○ ○

◇ ２次救急医療
● 福島県ふたば医療センター附属病院

・ 田㔟 長一郎 院長
・ ０２４０－２３－５０９０
・ 内科、救急科
・ その他、訪問看護、在宅復帰支援
★ 詳細は、センターへお問い合わせください。

② 保健・福祉・介護
● 富岡町保健センター

・ 今年４月に再開
・ 健康相談や検診、家庭訪問等を実施中

● 富岡町社会福祉協議会
・ ０２４０－２２－５５２２
・ 地域福祉推進、生活支援、介護予防、居宅介護支援、訪問介護支援
・ いわき支所（０２４６－３８－３５８０）、郡山支所（０２４－９３５－

３３３２）を設置中

● デイサービスセンターもとまち・高齢者等サポート事業
・ ０２４０－２１－１５１６
・ 居宅介護支援、訪問介護支援
・ 総合相談、交流サロン、

配食サービス、元気アップ
教室などを実施中
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保健センターホール

元気アップ教室

ふたば医療センター附属病院



４ 公共交通

○ 「富岡駅⇔竜田駅」
・ 上下線計２２便

○ 「富岡駅⇔浪江駅」
・ ２０１９年度末までに再開

予定
・ 上下線計１１便のＪＲ代行

バス運行中

ＪＲ常磐線

○ 「いわき－仙台」線
・ 毎日７往復
・ バス停は、常磐富岡ＩＣの

町駐車場付近（※）
※ 仙台に行くバスに乗る場

合と仙台発のバスから降り
る場合に利用可能（いわき
方面の乗降は不可）

高速バス

① 急行「富岡駅－いわき駅」線
・ 月曜日～土曜日
・ １日４往復

② 町内循環バス
・ 月曜日～土曜日
・ １日６循環

③ 「川内－富岡」線
・ 今年４月に再開
・ 月曜日～金曜日
・ １日３往復

路線バス

通常運賃 割引券使用運賃

① １，３５０円 ５００円

② １７０円 １００円

③
上手岡～富岡駅

４３０円
上手岡～富岡駅

１００円

割引券発行中

・ 路線バス運行エリア外の交通
手段として運行中

・ 月・水・金・土曜日の
９：００～１７：００

・ 電話で「さくら号」を呼び、
町発行のパスを提示

・ 専用電話番号
０２４０－２５－２１３１

デマンドバス「さくら号」

・ 富岡駅に数台常駐中
・ 配車電話番号

０２４０－２５－２１３１
（楢葉タクシー）

タクシー
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常磐線の全線再開通予定（２０１９年度末）にあわせ、ＪＲとともに夜ノ森
駅前の整備に着手しました。

★ 東西自由通路の設置 ★ エレベーターの設置
★ 橋上駅化 ★ 東西駅前広場の整備

夜ノ森駅

現在の夜ノ森駅

現在の夜ノ森駅は解体となりま
すが、東口に駅舎を思い起こせる
ような待合室を新たに整備します。

西口駅前広場

東西自由通路

既設跨線橋は
撤去予定

東口駅前広場

東西自由通路
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② 夜ノ森駅周辺



５ 安心・安全の確保
① 防犯・防火対策

防犯体制
・ 「とみおか守り隊」「町民

パトロール隊」及び民間警
備会社により、町内を２４
時間体制で巡回しています。

・ 防犯カメラによる監視強化
及び警察捜査への情報提供に
活用しています。

・ 町内居住者へ家庭用防犯カ
メラの設置費用を助成してい
ます（上限５万円）。

防火体制
・ 今年７月に富岡消防署が完成し、新

庁舎での業務が開始となりました。
・ 消防水利の確認と点検を、随時実施

しています。
・ 修繕済の９箇所に加え、曲田地区に

仏浜・駅前地区の合同消防屯所を整備
しています。

災害発生時の備え
・ 災害の発生に備え、来年度の完成をめざし、備蓄倉庫の整備を進めていま

す（拠点倉庫１棟・分散倉庫２棟の合計３棟）。
・ デジタル防災行政無線の戸別受信機を設置（無償貸出）しています。

～設置台数（平成３０年３月３１日現在）～
公共施設、避難所：２７ヶ所７８台
個人宅 ：２３０台（町内居住者のみ）

★ 貸出を希望する方は、生活環境課へお問い合わせください。

現在、受信可能な戸別受信機

② 鳥獣被害対策

町では、今後３つの取組みを進め、それぞれを連動・連携させていくことで、
人とイノシシの棲み分けをめざします。

※侵入防止柵等設置費用の一部を助成します。
（資材購入費の２分の１、上限６０,０００円）

富岡町鳥獣被害

対策実施隊

•捕獲活動により、個体
数を減らす。

町民

•電気柵等により、進入
を防止する。

町

•生息調査や里山（緩衝
帯）の整備を実施する。
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富岡消防署の新庁舎



◆ 平成３０年度福島県原子力防災訓練の実施
○ 福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえ、住民や事業者などと共同し

て原子力防災訓練を実施します。これにより、地域住民の防災意識の向上
を図るとともに、訓練の結果を踏まえた原子力災害対策のさらなる強化を
図ります。

＜訓練概要＞
・ 開催日：平成３１年１月下旬
・ ２日間を予定

＜住民避難訓練＞
・ 訓練では富岡町の広域避難先

である郡山市への避難訓練を予定
しており、実際にバスを使用して
避難します。

※ 詳細な訓練日程等が決まり次第、広報紙「広報とみおか」で参加者を募
集しますので、皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。

◆ 福島第一原子力発電所の視察
○ 昨年度から町民の皆さまの視察を行って

おり、昨年度は３４人が参加しました。
○ 今年度は年４回の開催を予定しています

（そのうち２回を開催済）。

福島県廃炉安全監視協議会の様子

◆ 廃炉作業への監視体制
○ 県・関係１３市町村と学識経験者で構

成する「福島県原子力発電所の廃炉に関
する安全監視協議会（略称：福島県廃炉
安全監視協議会」において、東京電力に
よる廃炉措置の取組状況等について厳し
く監視しています。

○ 町議会では「原子力発電所等に関する
特別委員会」で東京電力の廃炉措置に向
けた取り組みを定期的に確認しています。

福島第一原子力発電所視察の様子

③ 原子力安全対策

平成２９年福島県原子力防災訓練の様子
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６ 住まい

② 空き家・空き地バンク

○ 町内での居住を考えている方
に対し、物件情報を提供します。

○ 県宅地建物取引業協会と連携
し、物件調査の実施後、その報
告に基づいて、「とみおかプラ
ス」のホームページで情報提供
中です。

★ 詳細は、町が事業の一部を委託中の「一般社団法人 とみおかプラス」に
お問い合わせください。

電 話 ０２４０－２３－６９１９
ＵＲＬ https://tomioka-plus.or.jp/

○ 除草剤やネズミ捕りシートを配布中です。
○ 清掃業者による屋内ハウスクリーニング

費用の一部を助成します（上限２５万円）。
○ 害虫駆除剤の煙霧・噴霧を無償で実施しており、また噴霧器の貸し出しも

行っています。

③ 住まいへのサポート

★ 詳細は、生活環境課までお問い合わせください。

住宅の取得又はリフォームをする際に、助成金を交付します。
富岡町に住所を有する者又は住所を有しようとする者が、町内に住宅の取

得やリフォームをするために要する経費の一部を助成します。

○ 助成対象者
富岡町に１０年以上定住することを誓約する方

など
○ 助成対象事業

・ 助成対象者が居住するために住宅を取得（新築
建て売り・中古）又はリフォームするための経費

・ 助成金の交付回数は、申請者に対して１回限り
○ 助成額

助成対象経費の１５％又は３００万円のいずれか
低い額

○ 助成金の返還
住宅取得日から１０年未満で、申請者が当該住宅

から転居、転出や売却した場合など

① 定住促進化対策住宅補助

★ 詳細は、復旧課までお問い合わせください。
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７ 産業

① プレミアム付き商品券

・購入対象者 「震災時の富岡町民」と
「平成３０年６月３０日までに住民登録した富岡町民」

・販売期間 平成３０年７月１４日～平成３０年１２月２８日
・使用期間 平成３０年７月１４日～平成３１年 １月３１日

今年度も、１０，０００円で１５，０００円分のお買い物ができる
「富岡町プレミアム付商品券」を販売中です。

取扱い店舗一覧表

≪サービス≫ ≪小売り≫
1 井出自動車整備工場 出張整備・販売 27 鈴屋金物

2 おそうじ本舗 いわき中央店 宅内清掃業 28
Ｙショップ
アトックス福島復興支社

3 わんわん・れんたかー（ポート） 出張レンタル 29 サトウ事務器機 出張販売
4 クリンクリン富岡（丸東） 宅内清掃業 30 常磐共同ガス 相双営業所 リフォーム
5 ハウスビューティＬ 宅内清掃業 31 セブンイレブン 福島富岡上郡山店

≪建設・リフォーム≫ 32 とみおかプラス
6 双葉管工 管工事 33 双葉商事 出張販売
7 桂建設 出張工事 34 双葉事務器 富岡営業所

8 坂本興建工業 電気工事 35 ヤマモト
注文販売
農薬、肥料

9 阿久津建設 ≪飲食・旅館≫

10 倉伸
総合建設業
介護用品

36 浜鶏

11 まちのでんきや トウゲン
電気工事
家電販売

37 いろは家

12 ＫＯＯＢＡ
電気工事
家電販売

38 満留賀

13 さくら緑化 造園 39 おかだ家旅館
14 三光建設 40 富岡ホテル
15 ミスタービルドＴＯＭＩＯＫＡ 41 ホテルひさご
16 光建設 42 ホテル芳門
17 遠藤建設 43 さくら屋

≪小売り≫ ≪燃料等≫
18 いなもとでんき 出張販売 44 藤田燃料店 ガス器具販売

19
ダイユーエイト
さくらモールとみおか店

45 田中合名会社 富岡給油所

20 ローソン 富岡小浜店 46 エネオス富岡給油所 松屋
21 くすり＆化粧品 菊地薬局 出張販売 47 猪狩商店
22 菊地書店 出張販売 48 エネオス コムロ
23 アド・プロ広芸社 出張販売 ≪美容等≫

24 ヨークベニマル 新富岡店 49 パーマ屋 ヴィンテージ 予約制

25
ツルハドラッグ
さくらモールとみおか店

50 美容室 Ｍｉｓｔ 予約制

26 ビューティースタジオ 華 化粧品 51 カットハウス ビーズ 予約制

② 富岡町被災事業所等再開支援事業

商工業の復興の更なる加速化を図るため、町内での事業再開等に要する
投資経費の一部を支援します。

・ 要 件：震災時に富岡町内で事業を行っていた
中小事業者及び個人事業主

・ 対象経費：移転費用・修繕費用・新規設備・備品費用等
・ 補 助 率：３／４（上限３５０万円） 22



③ 営農再開

○ 今後、「町」・「営農者」・「大学」が連携・協力し、実践的な教育・
研究フールドとして様々な課題解決を図り、次世代につなげる農業復興に
取り組んでいきます。

連携・協力の取組み

(仮)大学 とみおか
農業実践研究フィールド

大学
〈効果･メリット〉

・原発問題を抱える被災地の現状･課題等を体感
・被災地での教育･研究、実践教育の場が確保で
きる

・町･生産者との連携･交流を通じて、
実学的な農業再生への取り組みができる

富岡町

〈効果･メリット〉
・生業としての農業再生
・耕作放棄地の食い止め
・町の復興再生ＰＲ
（風評払拭、
イメージアップ等）

直接的
間接的

営農者
農地所有者

〈効果･メリット〉
・農地の耕作管理(農地が荒れない)
・豊かな農の風景の保全
・営農再開を迷っている生産者への

刺激
・大学等の連携による生産性アップ
・新たな農業へのチャレンジ
・儲かる農業(６次化事業)への
きっかけづくり

・担い手の確保・育成

直接的
間接的

連携

協力

交流
・実践･研究フィールドの提供
・サテライト教室、宿舎確保等の支援
・研究の発信、活動･成果等の発信 等

・農地の集約支援
・補助制度の提供
・耕作放棄地の解消

・協同作業
・農業技術の継承
・消費、販売促進

○ 今年度の町内での営農再開状況は、次のとおりです。
● 水稲：１団体４農家・１，０１０ａ
● 野菜：３農家・３００ａ ● 果樹：１団体・３７ａ
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○ 農家座談会を開催し、農家の皆さまのご意見をお聴きしました。



⑤ 森林再生計画

里山再生向けた取組みを行い、森林の荒廃を抑制します。

● 町内民有林約２，７００ｈａの整備計画を作成し、順次、施業を実施し
ます。
・ 空間線量率の調査や森林所有者の同意取得
・ 土砂移動抑制対策（丸太筋工）
・ 森林整備（間伐、更新伐等）
・ 路網整備（森林作業道の開設等）

● スケジュール
・ 全体整備計画作成
・ 地権者同意取得
・ 個別（年度）計画作成
・ 施業着手（同意取得が得られた箇所から、計画的に整備）

④ 水産業再生

富岡漁港と富岡川鮭やな場を復旧します。

■ 県事業
福島県相馬港湾事務所にて、漁港内及び防潮堤等の復旧を行っています。

■ 町事業
・ 共同利用施設（漁具倉庫・上架施設）の整備を進めており、平成３０

年９月の完成予定です。
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現在の富岡漁港

・ また、富岡川鮭増殖施設及びやな場を復旧するための準備を進めてい
ます。

平成３０年度 基本計画作成
平成３１年度 詳細設計作成
平成３２年度 建設整備



セブンイレブン上郡山店

⑥ 産業団地

平成３０年度 造成工事及び付帯工事 着手
平成３１年度 造成工事及び付帯工事（継続）
平成３２年度 工事完了、供用開始

「新産業の創出」「地元事業者の
事業再開の場の確保と安定した雇用」
「就労交流人口の拡大」を目的として、
『産業団地・交流の場』を整備していま
す。

また、産業団地の整備と並行して、今後の企業誘致、新産業創造、地域産業
活性化の取り組みに反映させるための調査などに着手しています。

≪調査業務≫ ≪戦略等の検討≫
・ 地域資源特性の把握 ・ 高関与企業へのヒアリング
・ 企業ニーズの調査 ・ 優遇制度等の検討
・ 誘致ターゲットの設定
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常磐自動車道
国道６号

ＪＲ常磐線



アーカイブとは、「記録する」・「保存する」を意味します。
私たちは、未曾有の大災害により様々な経験をしました。この経験を多

くの方々に伝え、後世に継承し、教訓としていくことが必要です。
また、震災の記録とあわせて、震災前の穏やかで豊かであった本町を、

成り立ちからも広く伝え地域の学習などの場として、町民の“心”と“ふ
るさと”の復興と交流の促進を目的とした施設を整備します。

このアーカイブ施設は、平成３２年度に完成する予定です。

８ 歴史・文化

◇ アーカイブ施設

イメージ
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◇ 文化交流センター「学びの森」・富岡町図書館

文化交流センター「学びの森」は、『大屋根と自然に包まれた交流空間』
という構想のもと、町民が学習できるための【生涯学習館】、学習活動の発
表や催しのための【大ホール】、地域の歴史や生活文化を次世代に伝える
【歴史民俗資料館】からなる複合文化施設です。

生涯学習館（会議室、研修室など）を利用いただけますので、詳細は、教
育総務課までお問い合わせください。

電 話 ０２４０－２２－２６２６
ＵＲＬ http://www.manamori.jp/index.html

また、今年４月に富岡町図書館が再開しました。図書をはじめとした資料
を収集し、整理・保存して、広く提供しています。その他、映像資料を視聴
できるブースや、Ｆｒｅｅ Ｗｉ－Ｆｉが利用できるパソコンブースなどを
備えていますので、ぜひお越しください。



～ＭＥＭＯ～





富岡町役場

本庁舎
〒９７９－１１９２

福島県双葉郡富岡町大字本岡
字王塚６２２－１
電 話 ０２４０－２２－２１１１
ＦＡＸ ０２４０－２２－０８９９

いわき支所
〒９７０－８０２４

福島県いわき市平北白土字宮前８
電 話 ０２４６－８８－１９８７
ＦＡＸ ０２４６－８８－１９７５

郡山支所
〒９６３－０２０１

福島県郡山市大槻町字西ノ宮４８－５
電 話 ０２４－９８３－９０２１
ＦＡＸ ０２４－９６１－３４４１


