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モニタリング事業における取組①（概要）

フェーズ２に掲げる事業方針

・総合モニタリング計画等に基づき、県内全域においてきめ細かで継続した環境放射能モニタリングを実施する。

・一般環境中の有害物質等モニタリングを県庁関係各課が定める計画に基づき着実に実施する。

・各種モニタリングデータを一元管理するとともに、関係機関と連携してデータの解析・評価を進める。

・原子力災害や帰還困難区域の林野火災等の緊急時におけるモニタリング体制の充実・強化に取り組む。

主な取組と成果

◎環境放射能モニタリング

・「総合モニタリング計画」や「発電

所周辺環境モニタリング計画」に基づ

く環境放射能モニタリングを確実に実

施した。

・東日本大震災以降中断していた指標

海洋生物である「ほんだわら」の調

査・分析を再開した。（2地点）

・福島第一原子力発電所の廃止措置に

対応するため、中性子モニタの整備を

行った。（2地点）

◎モニタリングデータの一元管理等

・「総合モニタリング計画」に基づく

モニタリング結果は、「空間線量率

マップ」等により速やかに公表した。

・環境放射線センター校正棟におい

て、県所有のサーベイメータ等、約

13,000台の校正をおこなった。

・県及び市町村の分析機関（23機関）

を対象に、放射能分析精度管理事業を

実施した。

◎緊急時放射能モニタリング

・令和元年７月に緊急時モニタリングプレ

訓練を実施するとともに、８月にはEMC

訓練に参加し、知識・技術等の習熟を図っ

た。

・台風19号及び豪雨災害に伴う環境放射

能モニタリングを実施し、結果は速やかに

公表した。（空間線量率及び大気浮遊じん

13地点、泥土10地点）

環境試料採取（大気浮遊じん、土壌） 空間線量率マップ画面 EMC訓練風景(左）、台風19号モニタリング(右)
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モニタリング事業における取組②（概要）

主な取組と成果

◎有害物質等モニタリング

各種計画に基づき一般環境中に含まれる以下の有害物質等のモニタリングを確実に実施した。

①大気汚染（硫黄酸化物、窒素酸化物、PM2.5 、酸性雨、煙道排ガス、アスベスト等）

②水質汚濁（地下水、工場等排水、ゴルフ場農薬、猪苗代湖水質）

③騒音・振動（航空機騒音）

④廃棄物（最終処分場の放流水及び周辺地下水）

⑤化学物質（ダイオキシン類、ホルムアルデヒド、チオ尿素）

⑥中間貯蔵施設・特定廃棄物埋立処分施設（地下水、放流水、河川水、大気質、騒音・振動）

⑦大規模火力発電所（環境影響基礎調査として、二酸化硫黄、窒素酸化物、一酸化炭素等）

⑧環境汚染事故緊急調査分析（台風１９号による河川水質異常、アスベスト調査等）
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調査研究事業における取組と成果（概要）

フェーズ２に掲げる事業方針

・環境動態や環境創造に重きを置きつつ、４つの部門で３機関が他事業、国内外機関、行政機関等とも連携して調査研究を推進。

・当初計画以外にも林野火災、洪水等の自然災害等といった突発的事象の発生に対しても柔軟かつ積極的に対応。

・調査研究の成果の社会実装を推進するとともに、県民はもとより国内外への積極的な情報伝達・情報発信も推進。

○調査研究を着実に実施し成果を創出

河川水中の放射性セシウム濃度の低下に
土地利用状況が影響することを確認

渓流魚中のセシウム濃度変化は
森林内のセシウムの動きと関係していることを解明

主な取組と成果

三島町と協力して分散型エネルギーシステムの
導入シナリオを策定

放射能環境動態・影響評価ネットワーク共同研究拠点
河川氾濫による空間線量への影響や

災害廃棄物処理に係る調査へ迅速に対応

○成果の社会実装と情報発信を推進

出前講座やコミュタンサイ
エンストーク等を介して県民等へ研究成果を発信

・環境動態や環境創造の分野を中心に、４つの部門で調査研究を進め、３機関で学会発表のべ177件、論文投稿のべ120件の成果を上げ、

一部の成果は、新聞報道等でも取り上げられた。※学会発表及び論文投稿は、共著、投稿中、発表予定等を含む

・令和元年台風第19号による河川氾濫等の災害

に対しても迅速に対応した。

○突発的事象にも柔軟かつ積極的に対応

・複数合同の部門会議や関係者を招聘した部門

会議を数多く開催した。また、関係機関との

共同研究の取組を進めた。

○関係機関との連携による取組を推進

・調査研究成果は県のガイドラインの改訂にも

活用される等、行政施策に貢献した。県民等

への積極的な情報発信も行った。

コミュタンサイエンストーク
（R元年7月 コミュタン福島）

“ふくしま”を知ろう！
（R２年１月 日本科学未来館）

NIES出前講座・三島町町民講座
（R元年10月 三島町交流センター）
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○ICP-MSを用いた放射性核種の分析技術を確立

調査研究事業（放射線計測部門）における取組と成果（概要）

・ストロンチウム90 分析法、テクネチウム99分析法等の開発を行い、大きな成果を得た。

・放射能マップの作成及び線量評価手法の開発を行い、大きな成果を得た。

・一部成果については、プレス発表や自治体への報告を行い、避難指示区域の一部解除等の政策判断に貢献した。

・来年度以降は、開発した分析法の信頼性を高めるとともに、より正確な線量評価手法の開発を継続する必要がある。

（評価者：池内嘉宏 放射線計測部門長）

ICP-MSを使用した放射性

核種分析法について、スト

ロンチウムレジンを用いて

魚の骨のストロンチウム90

を分離・分析することが可

能になった。また、固相抽

出法を用いてテクネチウム

99の分離・分析が可能に

なった。

βγ弁別型測定用プラス

チックシンチレーション

ファイバー（PSF）のキャ

リブレーション試験や長期

安定性試験を行い所定の目

的を達成した。この結果に

より、東京電力ホールディ

ングス（株）は2020年１月

３１日から本システムの運

用を開始した。

主な取組と成果

主な評価と課題

【分析・測定技術の開発】

○水中のβ線リアルタイムモニタリング技術の開発に成功

【被ばく線量等の評価方法・モデル開発】

各種空間線量率データ（モ

ニタリングポスト、走行

サーベイ及び航空機サーベ

イ等）間の補正方法を確立

することで、精度の高い放

射能マップ（500mメッシュ

図：統合化マップ、経時変

化マップ）の作成が可能に

なった。

○各種空間線量率データを統合等した放射能マップの作成

経時変化マップ（2018年12月)

放射性セシウムの移行メカ

ニズムの解析を目的とした、

山林内に自生する山菜やき

のこ類、それら生息土壌の

調査を行うとともに、コシ

アブラの調理による放射性

セシウム低減効果の予備試

験を実施し、「茹で」によ

り60％程度に低減すること

を確認した。

○山菜等の自家採取食物中放射性Csの低減に係る調査・試験を実施
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調査研究事業（除染・廃棄物部門）における取組と成果（概要）

○長期間使用した仮置場資材における耐久性を確認

・現状で現地の状況に適用できるものや今後対策が必要となる課題に対し、今年度の設定目標はほぼ達成できたと考えられる。

・台風第19号等に伴い発生した災害廃棄物の処理や河川氾濫による影響等、直面する課題に対し、迅速に対応したことは特筆に値する。

・今後の研究の推進に当たっては、研究課題間で相互に協力するとともに、部門間や国内外の関連研究機関、県内各自治体ともより一層

連携をしていくことが強く望まれる。成果は広く国や県内の関係機関に発信していくことにも強く期待する。

（評価者：井上正 除染・廃棄物部門長）

仮置場で使用された除去

土壌等の保管容器の長期

耐久性評価の結果、除去

土壌の輸送等の実用に十

分な強度を保持している

ことを引き続き確認した。

成果は県の策定する仮置

場等技術指針（第６版）

に反映された。

台風第19号による河川氾

濫等に伴う河川敷等への

空間線量率等への影響の

有無を確認した結果、河

川氾濫に伴う河川公園の

空間線量率等の上昇は概

して見られないことを確

認した。

減容化施設の安定運転に資

する研究において、熱力学

平衡計算を用いて除染廃棄

物等の焼却及び溶融時のス

トロンチウムの挙動及び化

学形態を推定した。さらに、

焼却残渣を溶融する際に必

要な残渣に対する迅速元素

分析法を開発した。

主な取組と成果

主な評価と課題

【除染等に関する継続的な技術支援】

○台風第19号による河川氾濫に伴う影響の有無を確認

○除染廃棄物等の焼却及びガス化溶融処理におけるストロンチウム

挙動を推定

【廃棄物等の適正処理・再生利用技術の確立】

○焼却灰の埋立処分にあたって粘土鉱物の混錬による放射性セシ

ウムの溶出抑制効果を確認

A

B

C

D

E

土のうマニュアル基準値
240 N/cm

主灰や飛灰に対して粘土鉱

物を混練することにより、

長期的に放射性セシウムの

溶出を抑制、さらに混練割

合の増加に伴う溶出抑制効

果も上昇を確認した。また、

キレート処理後飛灰におい

てもその効果は維持される

ことを確認した。
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○河川水中の放射性セシウム濃度の低下に土地利用状況が影響する

ことを確認

○河川を介した海へのセシウム流出量を算出

○福島県内のイノシシが2系統群に分かれることを明らかに

（評価者：塚田祥文 環境動態部門長）

河川水中の懸濁態・溶存態

放射性セシウム濃度は、事

故直後から継続して低下す

る傾向を示すことが確認さ

れ、その低下速度に流域の

土地利用状況が影響するこ

とが示された。

観測結果を基にした計算モ

デルを開発し、河川を介し

た海へのセシウム流出量を

算出した結果、大気放出や

海洋への直接流出に比べ、

２桁程度低いことが示され

た。

福島県内のイノシシについ

て、DNA分析手法を用い

た個体群調査を行った結果、

阿武隈川の東西を介して遺

伝的に２系統群に分かれる

ことを明らかにした。

調査研究事業（環境動態部門）における取組と成果（概要）

主な取組と成果

【移行挙動評価】 【移行モデル】

【生態系への影響把握】

主な評価と課題

○コシアブラへの放射性セシウムの移行状況を調査

コシアブラ等の山野草とそ

の生育域の土壌を採取し調

査した結果、コシアブラ新

芽のセシウム137濃度が土

壌の表層腐食層（FH層）

のセシウム137濃度及び蓄

積量と正の相関を示した。

・水害によって、設置した器材の流出に見舞われたが、概ね予定通り調査研究を実施した。

・移行挙動の課題について、これまで得られた多くのデータを用いたモデル解析が進展すると期待される。

・生態系への影響について、野生動物の行動や食性等に関する新たな知見が見いだされている。

・環境中における放射性セシウムの移行挙動及び生態系への影響に関する福島県民の不安も大きいことから、引き続き調査・研究を継続し

移行挙動及び生態系への影響を明らかにしていくことが必要である。

MIG-seq解析に基づく福島県の各市町村における
イノシシの遺伝子型の分布図

N=179
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調査研究事業（環境創造部門）における取組と成果（概要）

・中長期の復興計画を支援すべく、科学的エビデンスに基づく持続可能な地域社会のデザインと分析を展開してきた。

・複数の市町村を対象としたケーススタディを通じて、実効的な支援を進めると共に、地域環境のデータベース構築を進めていることは、

地域を拠点とする研究機関として重要な役割を担っている。

・今後は、県内各地域の特殊性と共通する普遍性の両特性の分析に基づいて、シナリオ構築の精度向上、研究成果の社会実装、各地域の

多様なニーズに応える情報発信などに一層取り組む必要がある。

○三島町と協力して分散型エネルギーシステムの導入シナリオを

策定

○災害廃棄物の処理計画策定のための統合マネジメントシステム

の構築を推進

○地域環境創生に向けた社会コミュニケーション手法及びキャパ

シティ・ビルディング手法の開発に着手

（評価者：中田俊彦 環境創造部門長）

猪苗代湖の流入河川の水質

調査の結果から、長瀬川以

外の小河川等からの流入水

も汚濁負荷源として無視で

きない可能性が高いことが

分かった。湖水と流入河川

水中の溶存有機物では化学

的性質が異なること等を明

らかにした。

三島町を対象として、森林

資源を活用した分散型エネ

ルギーシステム導入に関す

るシナリオを設計し、エネ

ルギーコストやCO2排出

削減量等の直接効果ととも

に、地域経済循環効果を計

測した。

災害廃棄物処理業務につい

て、中小規模自治体の廃棄

物担当職員が最低限行う優

先業務として、契約・財務

に係る事務に加え、民間事

業者や支援者の差配を含む

事業全体の統合マネジメン

トがあることなどを提示し

た。

県内自治体の除染における

ステークホルダー連携の実

態と課題を明らかにするこ

とを通じて、地域社会の合

意形成の成否を規定する要

因を探索したほか、森林再

生事業に対する政策担当者

の課題認識を明らかにした。

主な取組と成果

【持続可能な地域づくり】 【強靭な社会づくり】

【統合イノベーションの創出】

主な評価と課題

○猪苗代湖の水環境データの蓄積と、汚濁の原因物質の流入と

流出の物質バランスを解析

【自然豊かなくらしの実現】

郡山市内各地区の住民組織の除染への関わり
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フェーズ２に掲げる事業方針

情報収集・発信事業における取組と成果 ①（概要）

・モニタリングデータについて、モニタリング事業と連携し収集・整理し、県民等へ分かりやすく情報発信を行う。

・環境創造センターにおける調査研究や本県の環境回復・地域再生・環境創造に関する情報について、調査研究事業等と連
携し、体系的に整理するとともに、種々メディアを活用及び様々な機会により、積極的かつ効果的な発信を行う。

・交流棟において、調査研究や本県の環境回復・地域再生・環境創造に関する情報について、取り巻く社会情勢の変化等を
踏まえ、展示や体験研修プログラムの開発・更新を行う。

・地球温暖化対策やSDGs（持続可能な開発目標：Sustainable Development Goals）といった世界規模の潮流に関する情報
を展示に反映する。

・本県状況の正確な理解を目的に、県内外からの交流棟来館を促進するため、学校や教育委員会、旅行会社等への積極的な
PR活動を行う。

主な取組と成果

◎ウェブサイトを活用した情報発信

・環境創造センターウェブサイトについて、閲覧者の利便性を向上のため、
ページ構成の見直し、モニタリングデータ推移を視覚的に確認できる機能追
加等（3月完了予定）

・福島原子力事故関連情報アーカイブ（FNAA：Fukushima Nuclear Accident
Archive）の継続運用及び情報提供環境「福島総合環境情報サイト」の公開

◎交流棟を活用した情報発信

・環境創造センター研究員によるコミュタンサイエンストークで研究成果等を
発信（全22回）

・研究成果報告会、開所3周年記念イベント、環境創造シンポジウムを開催し、
環境創造センター取組を発信

・環境創造シンポジウムにおいて「環境回復・地域再生・環境創造」に関する
取組を行っている団体を招致し、各団体取組の発信

・デジタル地球儀「触れる地球」を展示室に整備し、地球温暖化やSDGsに関
する学習コンテンツを公開

福島総合環境情報サイト

デジタル地球儀「触れる地球」 9



主な評価と課題

情報収集・発信事業における取組と成果 ②（概要）

・各種モニタリングデータやセンター研究情報等について、ウェブサイト改修や交流棟展示活用により、分かりやすい形で情
報発信し、本県の現状理解を促進した。

・調査研究成果や環境回復等に関する収集情報について、様々な場面において広く発信した。

・センター研究員によるサイエンストークの交流棟及び都内科学館における開催により、本県情報について県内外に広く発信
した。

・交流棟がオープンした平成28年7月から令和2年2月末までに、約339,000人の来館者を迎え、展示等により放射線や本県現
状の理解を促進した。

・センター研究情報や本県の現状について、更に様々な場面や媒体を活用し、分かりやすい形で積極的に情報発信する必要が
ある。

都内科学館で実施したサイエンストーク

主な取組と成果

◎アウトリーチによる情報発信

・都内科学館において、環境創造センター研究員によるサイエンストークで研
究成果等を発信

・県内中学校への3機関が連携した出張講座により、福島県の状況等についての
情報発信

・自治体と協働で開催するワークショップ等を通して、気候変動適応やSDGs
に関する情報発信

・県内外の各種イベントにおいてブース出展し、福島県情報の発信及び交流棟
への来館PR活動

・国立科学博物館「シアター36○」における環境創造シアターオリジナル番組
の定期上映を開始

◎刊行物による情報発信

・「福島県環境創造センターニュースレター」により、環境創造センター取組
を発信

・「NIESレターふくしま」等により、災害環境研究に関する取組を発信
福島県環境創造センターニュースレター

（評価者：環境創造センター）
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フェーズ２に掲げる事業方針

教育・研修・交流事業における取組と成果 ①（概要）

・学校等のニーズや地球温暖化対策等の環境教育への意識の高まりなどの社会情勢の変化を踏まえ、展示見学プログラムや
体験研修プログラム等を作成する。

・放射線に関する基礎知識の普及や環境回復・創造に向けた人材育成等のため、各層を対象とした講習会や研修会等を実施
する。

・放射線に関する理解促進や環境保全のための啓発を図るため、ワークショップやセミナー等の開催により、県民やNPO等
の交流を図る。

主な取組と成果

◎学生等を対象とした教育・研修

・各年齢層の発達レベルに対応した交流棟での学習プログラムを開発

・プレゼンテーションの能力向上等を目的とした、小学生による理科自由研究
の発表会を開催

・科学への探求心向上、福島の情報の理解促進等を目的に、小・中学生を対象
とした「コミュタンサイエンスアカデミア」を開設

・福島の情報を適切に発信できる人材の育成等を目的に、高校生以上を対象と
した「ふくしまサイエンスコミュニケーター養成講座」を開設

・JAEAの人材育成制度による夏期休暇実習生として、東京大学等から実習生の
受入れ

◎対話による理解促進

・リスクコミュニケーションの一環として、「放射線に関するご質問に答える
会」を実施

・化学物質の取扱いに関するリスクコミュニケーションを推進するため、化学
物質取扱事業者や工業系高校生を対象としたセミナー等を開催

コミュタンサイエンスアカデミア

放射線に関するご質問に答える会
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主な評価と課題

教育・研修・交流事業における取組と成果 ②（概要）

主な取組と成果

◎附属施設を活用した教育・研修

・猪苗代水環境センターにおいて、猪苗代湖やその周辺の水環境に関する学習会を開催

・野生生物共生センターにおいて、野生生物に関する環境学習会を開催するとともに、
来館促進のための取組として館内展示等を活用したクイズラリーイベントを開催

◎交流イベント及びアウトリーチ

・長岡技術科学大学の「技大祭」において、放射線の基礎、環境動態研究で得られた成
果に関する講義を実施

・ふくしまサイエンスぷらっとフォーム（spff：Science Platform in Fukushima）に
参画し、県内科学館、試験研究機関等が連携した科学イベント「spffサイエンス屋台
村」を開催

・環境教育フォーラムにおいて、県内高校科学部及びふくしま環境活動支援ネットワー
ク会員による交流の場を提供

・県内自治体における地域課題等をテーマにした出前講座を開催

・放射線教育の一環として、県内小学校を中心に多くの学校が交流棟を活用したが、来館校数は全体の6割弱に止まっており、
より多くの学校による活用の促進のため、県・市町村教育委員会等と連携し、より効果的な誘致活動を行う必要がある。

［県内小学校来館実績］※平成31年度は見込み ※括弧内は県内全ての小学校及び特別支援学校小学部の数

平成28年度185校（484校）、平成29年度 267校（478校）、平成30年度 253校（466校）、平成31年度 258校（458校）

・国立科学博物館との協定締結による多彩な館運営を行った。

・様々な年齢層を対象とした講座を開設し、福島復興や廃炉に向けた人材を育成した。

・各種講習会・講座開催、専門家派遣を実施し、環境回復や創造等に求められる人材を育成した。

・地球温暖化対策等の環境教育への意識の高まりなどの社会情勢の変化を踏まえた学習プログラムを作成し、学校等がそれ
を積極的に活用できる仕組みを構築する必要がある。

野生生物共生センター環境学習会

spffサイエンス屋台村

（評価者：環境創造センター）
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