
風評・風化対策の効果的な実施に向けて 

県産品の販路回復・開拓 
観光誘客の促進 
教育旅行の回復 

国内外への正確な情報発信 

テレビＣＭを活用した農産物PR 

全国新酒鑑評会４年連続金賞受賞数日本一ＰＲ 

商談会の開催 輸出拡大に向けた取組 

新たな観光ポスター 
ウルトラマン 

ＡＲスタンプラリー 

教育旅行 
誘致キャラバン 

インバウンド 
プロモーション 

トップによる発信 

「ふくしまの今を語る人」派遣 

海外の学生等を招聘 

アニメーション動画による発信 

ＳＮＳ等を活用した発信 

H28.7.31 新生ふくしま復興推進本部 

統
一
感
の
あ
る 

効
果
的
な
情
報
発
信 

・県クリエイティブディレクター 
 監修による統一した発信 
  

  
・安全･安心の確保､復興状況､魅力､  
 県民の姿などをトータルで発信 

 

部
局
連
携
に
よ
る 

一
体
的
な
取
組 

・ＡＲを活用した観光誘客 
  
・チャレンジふくしまフォーラムを  
   全国で開催 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・風評･風化対策関連事業の情報共有 
  → 部局における連携強化 

 県産桃の輸出拡大や県産日本酒の４年連続金賞受賞数日本一達成などの新たな動きの一方、  
  「風評」が根強く残り、時間の経過とともに「風化」が進んでいる。 
 「東京・大阪・北海道」における桃などのトップセールス 、「ふくしまプライド。」の新ＣＭの放映や 
   新橋における「日本一のふくしまの酒まつり」など、平成２８年度の取組が本格化。 

土台となる取組（徹底した安全・安心の確保へ向けた取組） 

環境回復の取組 徹底した食品の検査 食の安全性と放射能に関する 
正確な情報・知識の普及 

北海道（農林水産物） 
首都圏（新産業の振興） 
関西（日本酒） 
東海（応援企業・企業立地） 

除染 空間線量測定 廃炉・汚染水対策 農林水産物のモニタリング 米の全量全袋検査 健康管理の取組 説明会 情報発信 知識の普及 

資料5-3 

農地除染 

ウルトラマンＡＲスタンプラリー等 

新たな観光ポスター 
「ふくしまプライド」のＣＭ等 

現 

状 

風評・風化対策の効果的な実施に向けて、「統一感」と「部局連携」をポイントとした取組を進め、
現状と課題を分析しながら、今年度の後半以降、更に進化した取組を展開。 
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4月 5月 ６月 ７月 ８月 ９月 

復興の総括的
な動き 

県産品の販路 
回復・開拓 

観光誘客 
の促進 

教育旅行 
の回復 

国
内
外
へ
の 

正
確
な
情
報
発
信 

国内 

国外 

<平成２８年度風評・風化対策関連事業> 

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

復興の総括的
な動き 

県産品の販路 
回復・開拓 

観光誘客 
の促進 

教育旅行 
の回復 

国
内
外
へ
の 

正
確
な
情
報
発
信 

国内 

国外 

日本橋ふくしま館ＭＩＤＥＴＴＥでのＰＲイベント（通年） 

アフターＤＣ 

県立美術館「フェルメールとレンブラント」(4/6-5/8） 

ご当地キャラこども夢フェスタ(5/21-22) 

全国新酒鑑評会金賞受賞数日本一(5/18)  日本橋ふくしま館２周年フェア(4/8)  

伊勢志摩サミットにおける県産品ＰＲ 
                                      (5/26-27) 

第11回食育推進全国大会(6/11-12) 

フェイスブック、ＹｏｕＴｕｂｅ等ＳＮＳを活用した情報発信（通年） 

フェイスブック、ＹｏｕＴｕｂｅ等ＳＮＳを活用した情報発信（通年） 

KIZUNA進化事業第1回福島復興セミナー 
          及び交流会(5/12東京) 

日本食魅力発信事業(5/3-4ニュージーランド) 

新生ふくしま復興推進本部会議（随時柔軟に開催） 
 

第５１回会議(4/20)  第５０回会議(4/11) 

第５２回会議(6/7) 

第５３回会議(6/15) 

第５４回会議(6/20) 

避難地域・浜通りの復興・再生、原子力発電所事故への対応、県民の健康と安全・安心を守る取組、産業再生、インフラ整備など 

避難地域・浜通りの復興・再生、原子力発電所事故への対応、県民の健康と安全・安心を守る取組、産業再生、インフラ整備など 

新生ふくしま復興推進本部会議（随時柔軟に開催） 

葛尾村避難指示解除(6/12) 

川内村避難指示解除(6/14) 

第５５回会議(７/15) 

南相馬市避難指示解除(7/12) 
国・概算要求 

米の全量全袋検査 

新聞ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ(7/30東京) 

ＣＭ放送開始(7/23～)  
トップセールス(7/22東京、7/23大阪、 
                7/26札幌) 

「おいしい ふくしま いただきます！」 
 ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ(8/5-7福島市) 

第26回ふくしま農見本市(8/28) 

展示会「room」出展(9/14-16東京) 

「おいしい ふくしま いただきます！」ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 
                   (9/3-4) 

福島県産食肉ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ(9/10東京) 

福島県ウルトラマンＡＲスタンプラリー(7月14日-10月16日) 

福島県ウルトラマン 
ＡＲスタンプラリー 
(10月16日まで) 

ﾂｰﾘｽﾞﾑEXPOｼﾞｬﾊﾟﾝ2016(9/22-25東京) 
福島空港空の日ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(9/17) 

県立美術館「被災地からの発信：ふくし
ま3.11以降を描く」(9/10-10/10) 

県立美術館「被災地からの発信： 
ふくしま3.11以降を描く」 
(10/10まで) 

環境創造ｾﾝﾀｰｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰﾌﾟﾝ(7/21) 

地域間交流きずな復興事業(7/10-19福島) 

UCLと連携した情報発信(7/28ﾛﾝﾄﾞﾝ)  

ふくしま医療機器開発支援ｾﾝﾀｰｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞﾌﾟﾚｲﾍﾞﾝﾄ 
                 (8/23東京) 

ﾁｬﾚﾝｼﾞふくしまﾌｫｰﾗﾑin北海道(7/25札幌) 
ﾁｬﾚﾝｼﾞふくしまﾌｫｰﾗﾑin首都圏(8/2東京) 

U-15野球ワールドカップ(7/28-8/7いわき） 
ｱｰｶｲﾌﾞｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ(8/20) 

首都圏学生のｽﾀﾃﾞｨﾂｱｰ(8/29-31) 

ﾛｯｸｺｰﾌﾟｽ ﾗｲﾌﾞｲﾍﾞﾝﾄ(9/3) 

新たな観光ポスター発表(7/4) 

ふくしま医療機器開発支援ｾﾝﾀｰｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞﾌﾟﾚｲﾍﾞﾝﾄ 
                  (9/13郡山) 
第19回ふくしまﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(9/24) 

県平成29年度当初予算編成 
国・政府予算 閣議決定 

復興計画 
総合計画進行管理 

ふくしまおさかなﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙin相馬(10/1) 
第14回ふくしま育樹祭(10月上旬） ふくしまおさかなﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙinいわき(11月) 

新聞ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ(11/19大阪) 

ふくしま七転び八起き観光ｷｬﾗﾊﾞﾝ 
             (11/1東京) 

ふくしま大交流フェア(12/23東京) 

2016年国際航空宇宙展(10/12-15東京) 
REIFふくしま2016(10/19-20) 
ﾁｬﾚﾝｼﾞふくしまﾌｫｰﾗﾑin関西(10/25大阪) 

ふくしま医療機器開発支援ｾﾝﾀｰ開所(上旬) 

ﾏｼﾞｶﾙ福島2016(11/3-6） 

ﾁｬﾚﾝｼﾞふくしまﾌｫｰﾗﾑin東海(11/8名古屋) 

ﾛﾎﾞｯﾄﾌｪｽﾀ2016航空宇宙ﾌｪｽﾀ2016 (11/19) 

世界の県人会とのつなぐ・つたえる 
                     プロジェクト(11月頃) 

ふくしま追悼復興祈念行事(3/11) 

大型食品展示会(3/7-10幕張) 美味しいものふくしまの恵み商談会(1/12東京) 

美味しいものふくしまの恵み交流会(1月下旬東京) 

平成28年度福島県企業立地ｾﾐﾅｰ(2/10東京) 

ふくしまフェア(4/7-20新宿)  Ｇ７仙台(5/18-21)  
ふくしまプライド。旬の味覚フェア 
          (6/15-21世田谷)  

桃フェア(7/20～ 東京都内)  

日本一のふくしまの酒まつり(7/28-29)  

九都県市首脳会議(5/25県内)  復興フォーラム(6/6東京)  

ＩＡＥＡ国際会議での発信(5/25 スペイン)  
世界経済フォーラムアセアン会合 
          (6/1-2 マレーシア) 

東北教育旅行セミナー(7/26-27北海道) 
東北教育旅行セミナー(８/８－９北海道) 

首都圏学生ｽﾀﾃﾞｨﾂｱｰ成果発表会 

          (12月上旬 東京) 

ふくしまフェスでのＰＲ(10月 六本木) 

ふくしまおおぞらフェスタ２０１６ 
                                  (5/14-15) 

日産福島フェア(6/16横浜市)  

とうほく・北海道自動車関連技術展示商談会 
              (2/2-3刈谷市) 

ふくしま美酒まつり(6/10-12)  

物産展開催(10月下旬札幌） 
物産展開催(1月下旬 九州・沖縄地区） 

ｺｼﾉｼﾞｭﾝｺ氏ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽﾌﾞﾗﾝﾄﾞ発表(2月予定） 

物産展開催(3月上旬 首都圏） 

2016福島県新技術･新工法展示商談会in NISSAN 
                 (9/8-9厚木市）  

首都圏等消費者交流事業（モニターツアー） 

ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘｴｰｼｮﾝふくしま2016(11/25-26) 

食の安全・安心ｱｶﾃﾞﾐｰｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ(11月郡山･いわき) 

全国紙東京・神奈川・埼玉版 
       「首都圏等消費者交流事業」 

JICAﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ訓練生ｽﾀﾃﾞｨﾂｱｰ(5/29)  
留学生ｽﾀﾃﾞｨﾂｱｰ(6/18-19)  

北米移住者子弟研修受入事業(6/29-7/8)  

地域間交流きずな復興事業(7/10-19)  
JICAﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ訓練生ｽﾀﾃﾞｨﾂｱｰ(7/24)  

H28.7.31新生ふくしま復興推進本部 

チャレンジふくしまプロジェクト（⒓月～３月 全国） 

ＡＲを活用した観光交流促進事業（10月～アプリ配信） 

声楽ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｺﾝﾃｽﾄ全国大会（3/17-20福島） 

ﾁｬﾚﾝｼﾞふくしまﾊﾟﾌｫｰﾐﾝｸﾞｱｰﾂﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（3月下旬） 

全国修学旅行研究大会(7/28東京) 

東北教育旅行セミナー(7/29東京) 

栃木県教育旅行誘致キャラバン(９月中旬) 

茨城県教育旅行誘致キャラバン(11月中旬) 
埼玉県教育旅行誘致キャラバン(12月中旬) 千葉県教育旅行誘致キャラバン(1月中旬) 

日本橋ふくしま館ＭＩＤＥＴＴＥでのＰＲイベント（通年） 

プレゼント＆クーポンキャンペーン2017（１月～ ） 

花の王国ふくしまｷﾋﾞﾀﾝﾌﾗﾜｰｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ2017(3月頃～) 

ふるさとのまつり2016(11/5-6白河) 

ﾐﾗﾉ大学生ｽﾀﾃﾞｨﾂｱｰ(7/19-25)  

（日本橋ふくしま館MIDETTE免税店化(8/1)） 

総合情報誌改訂(11月～12月) 

飯舘村避難指示解除(3/31) 

未来をつくるプロジェクト（自治体、企業、団体、大学への訪問活動等） 

未来をつくるプロジェクト（自治体、企業、団体、大学への訪問活動等） 

首都圏等消費者交流事業（モニターツアー） 

第５６回会議(７/27) 

トップセールス(5/31タイ) 

桃トップセールスプロモーション 
(8/1-2シンガポール、8/5-6マレーシア、  
  8/9-10タイ) 

「おいしい ふくしま いただきます！」 
 ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ(10月 県中地方 予定) 

「おいしい ふくしま いただきます！」 
 ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ(11月 いわき地方 予定) 

米の全量全袋検査(随時実施) 
 

２ 


