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環境創造センターのロゴマークは平成 31年３月に公募により制定されました。 

地球は環境を表し、創造や回復、連携を虹で表現しています。この虹の色は、赤・JAEA、黄・福島

県、緑・NIES を表し、その先には“幸福が来る”との思いを込め、虹の先に三つ葉を配置していま

す。２つの光には輝かしい未来への願いが込められています。 
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平成 31年度（令和元年度）の主な取組 

 

年 月 取 組 内 容 

令和元年 

５月 

コミュタン福島 春フェス（4 日～5 日） 

環境創造センター研究成果報告会（20 日） 

６月 
コミュタンサイエンスアカデミア（全 12 回）初回開催（8 日） 

ふくしまサイエンスコミュニケーター養成講座（全11回）初回開催（22日） 

７月 
「触れる地球」新規展示オープン（23 日） 

環境創造センター開所３周年記念 コミュタン福島夏フェス（21 日） 

９月 
コミュタンフェスティバル in Autumn（22 日） 

コミュタン福島 来館者数 30 万人達成（22 日） 

１０月 コミュタン福島秋フェス（6 日） 

１２月 

福島県小学校理科作品展（7 日・8 日） 

理科自由研究発表会 at コミュタン福島（8 日） 

国立科学博物館巡回展「琉球の植物」in コミュタン福島（12 月 17 日～１月

13 日） 

令和２年 

２月 
第３回環境創造シンポジウム開催（2 日） 

３月 環境創造センター県民委員会開催（11 日） 

 

 

※ 以下、県の出先機関として業務を行う福島県環境創造センターを「福島県」、国立研究開

発法人日本原子力研究開発機構福島研究開発部門福島環境安全センターを「JAEA」、国立研

究開発法人国立環境研究所福島支部を「NIES」という。 

 

平成31年度（令和元年度）、三機関の連携を一層密にしながら、「環境創造センター中長

期取組方針」（フェーズ２（平成31年度～令和２年度））及び「平成31年度環境創造センタ

ー年次計画」に基づき、「モニタリング」、「調査研究」、「情報収集・発信」及び「教

育・研修・交流」の４つの取組を推進した。 
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第１ モニタリング 

 

国等が定める「総合モニタリング計画」や「福島県の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や、各種計画等に基づく環境中の有害物質等のモニタリン

グを着実に実施した。 

環境放射能に係る分析の結果、東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所

（以下「東京電力福島第一原子力発電所」という。）の事故により影響を受けた地域におい

ては、事故前の測定値の範囲を上回っているところもあるが、事故後は概ね減少傾向にあ

る。 

また、原子力防災訓練等に中核機関として参加し、緊急時モニタリング体制の構築・検証

を行うとともに、要員の知識・技術等の習熟を図った。 

 

 

１ きめ細かで継続した環境放射能モニタリングシステムの構築・運用 

 

① 全県的な放射線等モニタリング調査の実施【福島県】 

・県全域を対象とした広域的な環境放射能モニタリングについては、国の原子力災害

対策本部の下に設置されたモニタリング調整会議が定める「総合モニタリング計

画」に基づき、学校・公園等の定点測定や路線バス等を利用した走行サーベイ、リ 

アルタイム線量測定システム（避難住民の早期帰還の促進のため県が設置した 105

基、主に学校、公園等子どもが利用する施設の線量把握を目的として国が県内全域

に設置した約 3,600 基がある。）、モニタリングポスト等を用いた常時測定等を実

施した 。 

・定点測定として、観光地約 1,500 地点、集会所等約 2,600 地点、児童福祉施設等約

550 地点、学校等約 1,600 地点、都市公園等約 1,100 地点等で環境放射線の調査を

実施した。 

・日常食や県内主要河川・湖沼・海域、地下水、湖水浴場、海水浴場等の水質中の放

射性物質の分析を行ったほか、港湾課、水産課、空港交流課、自然保護課等からの

依頼による放射性物質の分析を、計 1,800 件以上実施した。 

② 原子力発電所周辺の空間線量率、放射性物質濃度等の測定の実施【福島県】 

・原子力発電所周辺地域等については、「福島県原子力発電所の廃炉に関する安全監

視協議会環境評価モニタリング部会」の意見を踏まえ策定された「平成 31 年度福島

県の発電所周辺環境モニタリング計画」に基づき、環境放射能の監視測定を実施し

た。 

・環境試料を定期的に採取し、降下物 12地点、大気浮遊じん 49地点、大気中水分６地

点、土壌 22 地点、上水 14 地点、海水９地点、海底土９地点、松葉 20 地点、ほんだ

わら２地点においてガンマ線及びベータ線放出核種等の分析を実施した。 

・環境放射能監視テレメータシステムによる環境放射能の常時監視をモニタリングポ

スト 41 地点、連続ダストモニタ・リアルタイムダストモニタ 26 地点で実施した。

また、蛍光ガラス線量計を用いた空間積算線量の測定を 64地点で実施した。 

・東京電力福島第一原子力発電所の廃止措置に対応し、２地点に中性子モニタを整備

した。 

・大気中水分のトリチウム濃度調査等を行い、放射性物質の監視を強化した。 

・「ほんだわら」の調査・分析を再開した。 
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③ 環境放射能水準調査の実施【福島県】 

・原子力規制庁からの委託による「環境放射能水準調査」として、大気浮遊じん、降

下物、雨水、上水、土壌等 130 検体以上の環境試料について放射性物質の測定を実

施したほか、県内 12 か所のモニタリングポストによる空間線量率の測定を実施し

た。 

・分析精度を担保するため、標準試料法及び試料分割法により精度管理を実施した。 

④ 県民ニーズに対応したモニタリングの実施【福島県】 

・台風 19 号及び豪雨災害による浸水被害が発生した地域において、河川の氾濫に伴う

放射性物質による生活環境への影響が懸念されたことから、県内 13 地点でその実態

を把握する調査（空間放射線量率、土壌、大気浮遊じん）を実施した。 

・中間貯蔵施設の周辺環境への影響の有無を確認するため、空間線量率を 2地点、大気

浮遊じん及び地下水等の放射能濃度を 39地点で調査・分析した。 

・特定廃棄物埋立処分施設の周辺環境への影響を確認するため、空間線量率を 9地点、

大気浮遊じん及び地下水等の放射能濃度を 10地点で調査・分析した。 

・①の各種モニタリングの調査地点の選定において、事前に市町村と調整等を行い、

帰還する住民の安心確保等のため、市町村及び住民のニーズに対応した地点を選定

し、着実にモニタリングを実施した。 

・走行サーベイシステム（KURAMA-Ⅱ）４台を市町村に貸し出して、市町村のモニタリ

ング事業を支援した。 

⑤ 規制庁モニタリングの実施【JAEA】 

・規制庁の受託事業として継続的なモニタリング実施（無人ヘリによる航空機サーベ

イ、車両による走行サーベイ、歩行サーベイ、海洋モニタリング） 

・受託事業として採取した土壌、植物等の放射能分析を三春及び南相馬施設において

実施 

・福島県の受託事業として、路線バスに設置した空間線量測定データの分析を実施 

 

２ 一般環境中の有害物質等モニタリングの実施 

 

① 一般環境中の有害物質等に関する調査分析の実施【福島県】 

   ・大気汚染に関する調査分析 

      測定局 16局による大気汚染の常時監視により、硫黄酸化物、窒素酸化物、光化学

オキシダント、微小粒子状物質（PM2.5）等の測定を実施した。また、大気発生源

監視調査、有害大気汚染物質モニタリング調査、酸性雨モニタリング調査、アスベ

ストモニタリング調査等を実施した。 

    ・水質汚濁に関する調査分析 

    「平成 31年度水質測定計画」に基づく地下水の水質分析を約 180地点で実施し、揮

発性有機塩素化合物や重金属類等の有害物質の測定を行った。また、水質汚濁発生

源監視事業として、約 270工場・事業場の排水の分析、６ゴルフ場の排水中の農薬

の分析などを実施した。 

    ・騒音・振動に関する調査分析 

     福島空港周辺航空機騒音調査を４地点で年４回実施した。また、市町村の担当職員

を対象とした騒音測定機材取扱研究会を５月に開催したほか、10 市町村に対し測定

機材の貸出を実施した。 
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    ・廃棄物に関する調査分析 

     廃棄物最終処分場の放流水及び周辺地下水等の水質調査を、一般廃棄物最終処分場

で 18か所、産業廃棄物最終処分場で 27か所において実施し、pH、BODや各種有害

物質等の測定を行った。また、特定の産業廃棄物最終処分場に係る水質調査とし

て、浸出水、処理水等約 160検体の検査を実施した。 

    ・化学物質に関する調査分析 

     ダイオキシン類調査として、煙道排ガス調査を２施設、事業場排水調査を１事業

場、産業廃棄物最終処分場放流水等の調査を 18施設について調査・分析を実施し

た。また、化学物質発生源周辺環境調査として、チオ尿素及びホルムアルデヒドに

ついて各１事業場について調査したほか、環境省委託による化学物質環境実態調査

を小名浜港３地点で実施した。   

② 中間貯蔵施設、特定廃棄物埋立処分施設等に関する調査の実施【福島県】 

    ・中間貯蔵施設の周辺環境への影響の有無を確認するため、土壌貯蔵施設の放流水等

の pH、BODや各種有害物質等の測定を行った。また、中間貯蔵施設の輸送路に関す

る調査として、輸送路 1地点の騒音、振動及び大気質（窒素酸化物、浮遊粒子状物

質等）の調査を実施した。 

・特定廃棄物埋立処分施設の周辺環境への影響を確認するため、地下水、処理水等３

地点の pH、BODや各種有害物質等の測定を行った。また、放流先河川１地点でふっ

素、ほう素等の測定を行った。 

・福島天然ガス発電所立地に伴う環境影響基礎調査として、営業運転開始前後の環境

影響を把握するため、発電所周辺の相馬市 1地点で年 2回、二酸化硫黄、窒素酸化

物、一酸化炭素、光化学オキシダント等の大気環境の調査を実施した。 

③ 猪苗代湖のモニタリング調査の実施【福島県】 

    ・猪苗代湖に係る水質調査として、主要流入河川のイオンバランスの季節変動と経年

変化調査、水温及び電気伝導率の連続測定調査、大腸菌群数超過対策調査、猪苗代

湖全湖水面調査、湖沼における難分解性有機物調査などを実施した。 

 

３ モニタリングデータの一元管理、解析・評価 

 

① 環境放射能モニタリングデータの管理【福島県】 

・総合モニタリング計画に基づくモニタリング結果については、空間線量率等の測定

データを地図上で閲覧できる「空間線量率マップ」等の公表資料を速やかに作成

し、放射線監視室等のホームページにおいて公表した。 

・原子力発電所周辺地域のモニタリング及び環境放射能水準調査におけるモニタリン

グポストによる測定データについては、環境放射線センター等において常時監視・

解析を行い、環境創造センター、県庁及び発電所周辺の 13市町村等に配備した大型

表示装置やホームページ（スマートフォン対応）でリアルタイムに公表している。 

② 一般環境中の有害物質等のモニタリングデータの管理【福島県】 

県庁関係各課をはじめとする関係機関との連携により、大気汚染、水質汚濁、騒

音・振動、廃棄物、化学物質等に関する調査分析を行い、大気常時監視データ等の管

理や解析・評価を的確に実施した。 

③ 環境放射能等測定におけるトレーサビリティの確保【福島県】 

・正確な放射線量率を測定するために、環境放射線センター校正棟において、県の各

機関が所有するサーベイメータ 1,672台及び個人線量計 11,237台の校正を行った。 
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・県及び市町村等による放射能測定の技能向上を図り、より正確なモニタリングデー

タを県民に提供するために、放射能分析精度管理事業を実施した。具体的には、あ

らかじめ調整された試料を各分析機関に配布し、それぞれの機関がゲルマニウム半

導体検出器により放射性セシウム濃度を測定し、その結果を基にして、測定におけ

る留意事項や測定機の保守管理、試験室の汚染防止対策等について意見交換を令和

２年１月に行った。 

 

４ 緊急時におけるモニタリング体制の構築・運用 

 

① 緊急時モニタリング体制の構築【福島県】 

・令和元年７月 23～24 日、緊急時モニタリングプレ訓練に参加し、緊急時モニタリン

グに係る知識・技術等の習熟を図った。 

・令和元年８月 22～23 日、東京電力福島第一原子力発電所 1 号機の地震に伴う事故を

想定した原子力規制庁が主催する緊急時モニタリングセンター（EMC）活動訓練に参

加し、緊急時モニタリングに係る知識・技術等の習熟を図った。（なお、同じ事故

想定により令和元年 10月 16日に福島県原子力防災訓練が行われる予定であったが、

台風 19号の影響のため中止となった。） 

・台風 19 号及び 10 月 25 日の豪雨に伴う大規模な浸水被害のあった地域において、放

射性物質による生活環境への影響が懸念されたことから、令和元年 10月 23日～同年

11月 25日までに空間線量率の測定（13地点）、河川の氾濫に伴い流入した泥土の放

射能濃度の測定（10 地点）及び大気浮遊じんの放射能濃度の測定（13 地点）を実施

した。 

② 大規模火災対応等訓練【JAEA】 

・令和元年５月 23 日に福島県及び双葉地方広域市町村圏組合消防本部が主催する、帰

還困難区域での大規模な林野火災を想定した訓練にスクリーニングの支援対応とし

て参加 

③ 環境汚染事故等の緊急時体制の充実・強化【福島県】 

・大気、水質に関する事故や苦情、廃棄物不法投棄、異常渇水等が生じた時に、環境

への影響の有無の確認や、原因の特定、改善状況の把握等のため、水質等の調査分

析を実施している。 

・令和元年度は台風 19号等の被災地における有害物質事故調査として 62検体、大気中

アスベストモニタリング調査として 10 検体の検査を実施したほか、水質事故に係る

調査などを実施した。 
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第２ 調査研究 

 

調査研究事業では、環境創造センター中長期取組方針（フェーズ２）に掲げる事業方針

に基づき、環境動態や環境創造の部門に重きを置きつつ、フェーズ１に引き続き４つの部

門において福島県、JAEA、NIES の３機関で調査研究を進めた。特に本年度は、複数部門合

同の部門会議や他研究機関及び行政機関を招聘した部門会議（セミナーを含む）を数多く

開催したほか、平成 31 年４月に開始した「放射能環境動態・影響評価ネットワーク共同研

究拠点」を介した取組等、部門間及び機関間との連携や国内外の研究機関、行政機関等と

の連携を強く意識した取組を行った。また、令和元年 10 月に発生した台風第 19 号による

県内の被災に対しても、河川氾濫等に伴う線量影響調査や災害廃棄物の処理に係る調査を

３機関連携して行う等、突発的な事象に対しても柔軟かつ積極的な取組を行った。 

この結果、３機関合わせて学会発表のべ 177件、論文投稿のべ 120件（ただし、共著、投

稿中、発表予定等を含む）もの成果を上げ、その一部については、避難指示区域の解除や

ガイドラインの改訂にも活用される等、行政施策にも貢献したほか、新聞報道等でも取り

上げられ県民に広く周知された。また、情報収集・発信事業や教育・研修・交流事業とも

連携しながら、従前から開催している環境創造センター成果報告会や環境創造シンポジウ

ムのみならず、小規模ながらも県民と研究者との双方向による交流を通じた研究情報の発

信の機会となる、出張講座やコミュタンサイエンストークを数多く開催し、参加者から概

ね高い評価を得た。 

以上、ここでは調査研究事業における事業成果を概説した。以降、各部門における各調

査研究課題の成果について記載する。 

 

 

 

 

  

調査研究事業の全体像 
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１ 放射線計測 

＜部門長評価 部門長：池内嘉宏 (元 公益財団法人日本分析センター 理事)＞ 

 

放射線計測部門では、分析・測定技術の開発及び被ばく線量等の評価方法・モデル開発

の２つの中区分課題に分け、三機関連携のもと、平成 30 年度までのフェーズ１の成果を踏

まえ、平成 31年度からのフェーズ２での課題に取り組んだ。 

「分析・測定技術の開発」においては、ICP-MS を使用したストロンチウム 90 分析法に

おいて、ストロンチウムレジンを用いて、魚の骨に含まれるストロンチウム 90 を分離し同

重体を除去するとともに、分析ごとにストロンチウム 90 の回収率を求めることを可能とし

た。検出下限値は 5,000Bq/kg であった。トリチウムの OBT 分析については、他分析機関と

相互比較分析を行い、ほぼ平均値が得られた。テクネチウム 99 分析においては、固相抽出

法を用いて、テクネチウムを分離し、検出下限値を 0.05Bq/kg とした。これらの開発は、

大きな成果である。開発した分析法について、緊急時における分析等、その用途や分析試

料の種類に応じた分析法の最適化を図るとともに、ストロンチウム 90 及びテクネチウム 99

については、分析専門機関との相互比較分析により、分析結果の信頼性を確保する必要が

ある。また、ストロンチウム 90 については、線量評価を行う上で、検出下限値をもう二桁

下げることができる分析法を開発する必要がある。避難指示区域におけるモニタリングの

結果については、各自治体が運営する除染検証委員会で採用され、2020 年４月から避難指

示区域の一部の解除の政策判断に貢献した。今後もモニタリングを継続することが重要で

ある。 

「被ばく線量等の評価方法・モデル開発」においては、モニタリングの結果をメッシュ

図としホームページで公開した。森林内の線量率の経年変化は、リターフォールによる放

射性セシウムの林床への移行や土壌中の放射性セシウムの深度方向への移行が影響してい

ることがわかった。地衣類については、有機物分解と電子顕微鏡を組み合わせ、目的粒子

の検出・迅速分析法を確立した。生活圏において山菜やきのこ類、それらが生息する土壌

の放射性セシウムの調査を行うとともに、採取したコシアブラは、熱湯で茹でることによ

り、60％程度に放射能を低減できることがわかった。大気拡散モデルでは、ヨウ素 131とセ

シウム 137 の濃度比から短半減期のヨウ素 131 の濃度を計算し、甲状腺等価線量を推計し

た。これらの開発は、大きな成果である。今後もモニタリング結果を、県民に、よりわか

りやすい図等を用いリアルタイムで公開し続けることが必要である。また、被ばく線量等

の評価方法・モデル開発を継続し、より正確な被ばく評価を行う必要がある。 

このように、放射線計測部門では、ストロンチウム 90 分析法、テクネチウム 99分析法、

トリチウム分析法の開発、また、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。来年度以降は、相互比較分析等により、開発した分析方法の信頼性を高

め、放射能マップをわかりやすく提供するとともに、より正確な線量評価手法の開発を継

続する必要がある。 
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① 分析・測定技術の開発【JAEA、福島県】 

(1) モニタリング等に活用するための放射性物質の分析・測定法の研究[福島県] 

・トリチウム電解濃縮装置を用いた分析手法について、海水試料をいくつか分析し、デ

ータをとりまとめた。（※700mL、10 サンプルの濃縮・測定で、分析時間約３週間、

検出限界値約 0.1Bq/L。今後更新の可能性あり）（予定） 

・有機結合型トリチウム（OBT）を用いた分析について、試験分析を数回行い、課題を

整理した。 

・無人航空機を用いた線量測定結果の解析法の構築のためのデータを取得し、測定の精

度及び地上１ｍを基準とした高度補正について検討を行い、高度補正式を作成した。

引き続き、高度補正の妥当性検証等のためのデータ取得を進めた。（予定） 

・誘導結合型プラズマ質量分析計（ICP-MS）を用いたストロンチウム 90 迅速分析法に

ついて、正確な計算を行うための装置パラメータの検証を行った。また、環境試料

（土壌等）を用いた試験分析を行った。（予定）（分析時間・検出限界値評価中）。 

(2) 放射性物質分析技術の高度化【JAEA】 

・ストロンチウム 90 については、ストロンチウムレジンによって魚の骨に含まれるス

トロンチウム 90 の分離を達成し、ICP-MS 測定が可能なレベルに同重体を除去できる

化学分離法を初めて開発した。流路の改良により、分析毎にストロンチウム 90 の回

収率補正が可能となった。検出下限値は 5,000Bq/kgであった。 

・テクネチウム 99 については、固相抽出法を用いて妨害元素を含むサンプルからテク

ネチウム 99 のみを単離し、検出下限値は 0.05Bq/L であった。１価から４価の陽イオ

ン（Cs（セシウム）,Sr（ストロンチウム）,Ln（ランタノイド）,Zr（ジルコニウ

ム））の錯体種については、透過電子顕微鏡－電子エネルギー損失分光法（TEM-

EELS）と X 線光電子分光法（XPS）を用いた分析を行い、手法の確立に向けた課題等

を示した。 

・OBT については、共通のサンプルを用いて他分析機関との相互比較試験を実施し、ほ

ぼ平均値が得られた。 

・福島沿岸域の魚介類については、12 月以降に OBT やストロンチウム 90 の分析を行

い、漁協等へ報告した。（予定） 

 (3) 避難指示区域における詳細な線量評価手法の確立と経時変化の解析【JAEA】 

・特定復興再生拠点を対象とした無人ヘリモニタリングおよび歩行モニタリングの結果

については、各自治体が運営する除染検証委員会での資料に採用され、2020年４月か

らの一部解除の政策判断に大きく寄与した。 

・原子力規制庁から従来受託している、「東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故

に伴う放射性物質の分布データの集約事業」及び今年度より新たに受託した「福島県

近沿岸海域等における放射性物質等の状況調査」及び「生活行動パターンを模擬した

連続的な空間線量率の測定及び詳細モニタリング結果のマップ化」といった環境モニ

タリング事業を確実に実施し、事業報告書にまとめた。 

・上記の事業の一環として、陸域及び海域の総合モニタリング計画改定のための技術検

討会を実施し、モニタリング及びサンプリング地点の重点化・最適化に係る考え方の

提言をまとめた。 

・上記の特定復興再生拠点における無人ヘリにより放射線モニタリング結果を対象とし

て逆問題手法や機械学習手法について研究を進め、その成果を JAEA 報告会で発表し

た。 

・原子力発電所構内における汚染水監視に適用するため、βγ弁別型測定用プラスチッ
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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。現場試験には、原子力規制庁や東京電力ホールディン

グス（株）をはじめ防災関係者の視察を受け入れた。昨年度までの成果については、

プレス発表を行った。また、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。 

・（国研）海洋研究開発機構（JAMSTEC）と共同研究を結び、無人船の海域及び陸域の

モニタリング地点の最適化について海上試験を実施した。また、JMUDS の無人船を用

いた自動海水サンプリング試験を実施した。技術検討会でまとめ、原子力規制庁へ答

申を行った。その成果から、原子力規制庁は総合モニタリング改訂を行う予定であ

る。 

② 被ばく線量等の評価手法・モデル開発【JAEA、NIES、福島県】 

(1) モニタリング結果の評価・活用に関する研究【福島県】 

・平成 28 年度から本年度にかけて４年間に作成したメッシュ図（統合化マップ、経時

変化マップ）の解析を行った。地上固定点での測定値の補正方針について年度内に

確定させ、研究成果をホームページ等で公表した。（予定） 

・メッシュ図の作成対象エリアを県内全域に拡大させるとともに、三春町における除

染効果の影響について解析・評価することにより解析精度を向上させた。（予定） 

・各種空間線量率（モニタリングポスト等の固定点データ、走行サーベイデータ、航

空機サーベイデータ等）に係るデータベースを年度内に整備した。（予定） 

(2) 放射性物質の環境動態を考慮した被ばく解析評価ツールの開発・整備【JAEA】 

・森林内の線量率の経時変化はリターフォールによる放射性セシウムの林床への移行

や土壌中のセシウムの深度方向への移行に影響を受けていることが分かった。 

・渓流魚への放射性セシウムの取り込みの経路について、樹木から河川に直接落葉し

溶出する経路、落葉層から河川へ溶出あるいは流出する経路、有機土壌層から表層

水・地下水を通って河川へ溶出する経路が組み合わさっていることを明らかにし、

プレス発表を行った。 

・事故から５年後程度のイノシシや熊の環境半減期と、コナラの葉や有機土壌層内の

溶存態セシウムの環境半減期は類似しており、セシウムの動態に関して、これらの

間に相関があることを示唆した。 

 (3) コケ等の特性を活かした放射性物質の沈着・飛散挙動評価【JAEA】 

・飛散物評価に適した地衣類１種（ウメノキゴケ）・コケ２種（ミズゴケ、ハイゴ

ケ）を選定した。 

・温度等条件管理下および非管理下でコケの簡易培養法を試行し、培養に必要な条件

を確認した。コケの同定については、組織切片の顕微鏡観察によって形状特性を確

認することで実施可能であることを示すことができた。 

・地衣類等に捕捉された飛散物のうち、放射性セシウム沈着量評価に必要となる対象

物（放射性セシウム含有土壌鉱物・その他微粒子等）について、有機物分解と電子

顕微鏡を組み合わせることにより、膨大な粒子の中から目的粒子を検出・分析を行

う迅速分析手法を確立した。さらに、放射性セシウム含有粒子について、土壌鉱物

とその他微粒子、それぞれの放射能特性を評価した結果、どちらも放射能大小様々

な粒子を含んでいることを明らかにした。 

・ダストサンプリングと LIDARシステムを組み合わせた計測法を構築し、調査地点（代

表１地点）における三次元の粒子飛散状況を示すデータを取得することができた。 

・山域中の空間線量率分布評価について、線量率とその標高特性を評価した結果、東
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京電力ホールディングス（株）福島第一原子力発電所の近傍の同一プルーム軌跡上

の山域であっても、沈着メカニズムが異なる可能性を示した。 

 (4) 生活圏における放射性物質のばく露評価【NIES】 

・飯舘村を対象とした地域住民と協働によって、震災前の自家採取食物摂取量調査

や、放射性セシウムによる汚染実態や移行メカニズム評価を目的とした、山菜やき

のこ類、それら生息土壌の調査を行った。自家採取食物摂取量の調査票の開発およ

び妥当性を検証するための実態調査について、準備・検討を進めた。さらに、採取

したコシアブラについて、調理による低減効果試験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。 

・過年度に続き、飯舘村の２箇所において、大気粉塵中の放射性セシウムの継続的な

観測を行った。新たに、昨年度まで福島大学が同キャンパス内で実施していた大気

粉塵及び大気降下物の観測を開始した。平成 31 年度の飯舘村大気中放射性セシウム

濃度は、おおむね 0.01～0.1 mBq/m3 の非常に低い値で推移していた。過去には、除

染作業等の際に、土壌由来の放射性セシウム濃度の一時的な上昇が観測されてお

り、今秋発生した台風 19 号による洪水や土砂崩れ等により、家屋内や大気中の放射

性セシウム濃度変化とその起源について、室内ダストや大気粉塵を用いて解析を行

った。 

・大気拡散モデルと多地点での実測濃度データによる大気中の放射性セシウムの事故

後初期の時空間分布の再現結果と既往の実測データ解析に基づくヨウ素 131/セシウ

ム 137濃度比を用いて、経気道の放射性ヨウ素曝露量推計モデルを構築し、県内の市

町村ごとの甲状腺等価線量分布、および避難シナリオ（18 シナリオ）ごとの甲状腺

等価線量を推計した。 
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２ 除染・廃棄物 

＜部門長評価 部門長：井上正（一般財団法人電力中央研究所 名誉研究アドバイザー）＞ 

 

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所の事故から９年近くが経過し、福

島県では帰還困難区域を除いて除染は終了している。除去土壌等の仮置場から中間貯蔵施

設への輸送も本格化しており、課題は保管や輸送から原状回復に中心が移っている。ま

た、放射性セシウム(以下「放射性 Cs」という)を含む廃棄物の処理も進められており、処

理施設での放射性 Cs の挙動把握や減容・再利用技術は引き続き重要な課題である。さら

に、令和元年 10 月には台風第 19 号等により福島県内では災害廃棄物が大量に発生したほ

か、仮置場に保管されているフレキシブルコンテナ等が流される等、異常気象をはじめと

する新たな課題も発生している。これらの背景のもと、除染・廃棄物部門では放射性 Cs に

汚染した廃棄物や土壌の保管、処理・処分の安全性の観点から、今年度から開始したフェ

ーズ２において、「除染等に関する継続的な技術支援」と「廃棄物等の適正処理・再生利

用技術の確立」の中区分課題に分け調査研究を進めている。 

除染等に関する継続的な技術支援では、３つの研究課題に取り組んだ。このうち、「放

射性物質対策の効果持続性の把握」では、台風第 19 号の河川氾濫時等においても空間線量

率の上昇は見られず除染効果の維持が確認されたことは有意義な成果である。今後、対象

河川の状況も調べ普遍的な傾向に言及できることが望まれる。「除去土壌等の保管等に係

る適正管理手法の確立」では、仮置場で使用する資機材の耐久性を評価して、安全な保管

に十分な機械的強度の保持を確認したことは今後の安全確保において有意な成果である。

仮置場原状回復に着目した、土壌硬度、土壌理化学特性等の知見を蓄積していくことが望

まれる。 

廃棄物等の適正処理・再生利用技術の確立では、５つの研究課題に取り組んだ。このう

ち、「廃棄物の処理における放射性物質等の適正管理手法の確立」では、焼却灰の埋立処

分にあたって粘土鉱物の混錬により放射性 Cs の溶出抑制効果を確認できたことは有意義な

成果である。埋立処分は長期にわたるため、処分場での放射性 Cs 溶出挙動の観測を継続す

るとともに、溶出抑制技術の開発も目指すことが望まれる。「廃棄物処理施設等における

放射線影響についての安全性評価」の研究課題とも連携し、総合的に進めてほしい。「放

射性物質を含む廃棄物の減容化技術の開発・高度化」及び「低汚染廃棄物等の最終処分、

及び除去土壌等の中間貯蔵プロセスの適正化と長期管理手法」では、中間貯蔵施設におけ

る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の挙動を推定したこと

は今後につながる成果である。引き続き、当該課題のほか、バイオマスの処理技術、ジオ

ポリマー固化による最終廃棄体技術等の検討が望まれる。「資源循環・廃棄物処理過程に

おけるフローストックの適正化技術と管理手法の確立」の研究課題とも連携して、総合的

に進めてほしい。 

以上、除染・廃棄物部門における本年度の研究成果を総括してきたが、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。さらに台風第 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。最後に、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(県庁、市町村)ともより一層連携をしていくことが強く望まれる。

さらに、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。 
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① 除染等に関する継続的な技術支援【JAEA、福島県】 

(1) 放射性物質対策の効果持続性の把握【福島県】 

・上小国川の河川敷における調査の結果、空間線量率の減少はほぼ物理的な減衰と同

程度であり、また河川敷堆積土砂中のセシウム濃度も低く、河川敷除染の効果が維

持されていることを確認した。 

・南相馬市内の２河川公園の調査結果においても同様の傾向が見られ、台風第 19 号に

よる河川氾濫に伴う河川公園の空間線量率等の上昇は一般にはないことが確認され

た。 

・公共施設における調査の結果、空間線量率に変化がなく、除染の効果が持続してい

ることを確認した。また、平成 29 年度に実施した将来予測の結果と本年度調査結果

はよく整合しており、予測精度が高いことを確認した。 

(2) 環境回復技術支援のための除染シミュレーションに基づいた除染支援-「除染活動支

援システム（RESET）」の適用性確認と高精度化-【JAEA】 

・今までに実施した「帰還困難区域全域の除染シミュレーション及び将来の空間線量

率の予測解析」と「特定復興再生拠点区域の除染シミュレーション及び将来の空間

線量率の予測解析」に関する社内報告書（JAEA Research）を作成した。 

(3) 除去土壌等の保管等に係る適正管理手法の確立【福島県】 

・仮置場資材等の長期耐久性評価等において、今回の試験の結果、全ての保管容器に

おいて、少なくとも保管容器（1.5t）自体を複数回移動させる条件においても、容

器に著しい破損が見られないこと等、除去土壌の輸送等の実用に十分な強度を保持

していることを確認した。 

・仮置場不陸対策施工技術に使用された資材を対象に耐水度試験を実施した結果、通

気性防水シートの一部では日本遮水工協会の自主基準値（9.81kPa）を下回り、日光

曝露の影響で遮水性が著しく低下していることを確認した。一方、遮水シートは同

基準値を大幅に超える耐水度であり、遮水性が引き続き確保されていることが明ら

かになった。 

・仮置場資材表面の走査電子顕微鏡 （SEM）観察を実施した結果、経年劣化した資材

表面にはクラック（ひび割れ）が生じていたこと等が明らかになった。（予定） 

・仮置場跡地の原状回復における課題対応において、実際の仮置場を対象に土壌硬度

調査を実施した結果、除去土壌等保管箇所の一部で非保管箇所に比べて土壌硬度の

高い場所が見られ、除去土壌等の保管による跡地土壌の締め固まりの可能性を明ら

かにした。（予定） 

・また、農地を想定し、仮置場原状回復時に使用する土を用いた植物栽培のモデル試

験を実施した結果、国のガイドラインに示す手法に加え、堆肥を施用することで、

より生育が良好となる可能性を明らかにした。（予定） 

・除去土壌等の適正管理評価において、仮置場原状回復後の跡地利用時における放射

線影響評価体制を構築し、仮置場における除去土壌等の保管、搬出を含めた一連の

管理フローにおける評価体制を構築した。（予定） 

② 廃棄物等の適正処理・再生利用技術の確立【NIES、福島県】 

(1) 廃棄物の処理における放射性物質等の適正管理手法の確立【福島県】 

・最終処分場を一部模擬した浸漬式の溶出試験を実施した結果、放射性セシウムを含

む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

溶出を抑制できる結果となり、混練割合の増加に伴い放射性セシウム溶出抑制効果

（ゼオライト未混練：放射性セシウム溶出量 160Bq/L・放射性セシウム溶出率 80.0% 
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→ ゼオライト 5%混練：放射性セシウム 溶出量 29Bq/L・放射性セシウム溶出率

22.3%→ ゼオライト 20%混練：放射性セシウム溶出量 7Bq/L・放 射性セシウム溶出率

6.4%）も高くなることを確認した。さらに、飛灰に対して粘土鉱物を混練してもキ

レート剤による効果は阻害しない結果となった。 

・粘土鉱物の混練割合の増加に伴い放射性セシウム溶出抑制効果は高まったが、過剰

な粘土鉱物の混練は埋立物総量の増加を招くため、混練割合に関しては最大でも 20%

が妥当であるとの結果を得た。 

・覆土材のセシウム捕集能力について試験したところ、処分場覆土材が安定セシウム

を吸着することを確認するとともに、その飽和容量についても知見を得た。 

(2) 放射性物質を含む廃棄物等の減容化技術の開発・高度化【NIES】 

・中間貯蔵施設の灰溶融施設の安定運転に資する研究では、前処理として灰をガラス

ビード化し、蛍光Ｘ線分析法にて組成分析する方法が最も信頼性の高い迅速組成分

析法であることを示した。また、灰の塩基度と塩素濃度をパラメータとして溶融処

理を行い、再現性を確認するとともに最適溶融組成範囲を提示した。熱力学モデル

により除染廃棄物等の焼却と溶融処理においては、溶出性及び揮発性の低いストロ

ンチウム化合物が主に形成されることが予想された。 

・福島県内のバイオマスの利活用については、福島県内で栽培されているいくつかの

大型草本植物の分解・メタン生成特性の優劣を明らかにするとともに、栄養素とし

ての硫黄分の不足が共通していることが判明した。発酵液中の放射性セシウムは、

河川や湖沼の水環境中とは異なり、高い水相への分配傾向を持つことが示された。

水相へ溶出した放射性セシウムは、吸着材によって容易に除去が可能であることを

確認した。また、バーク等の木質バイオマスの性状評価を行い、樹種により灰分組

成が異なること、特にバークの融点が低いことを確認した。室内実験により、熱処

理時の灰分の溶融性及び放射性セシウムの挙動が明らかになりつつある。 

・セメント焼成条件下での高効率セシウム除去の機構について論文投稿した。灰水洗

時の放射性セシウムの吸着効率については、イオン交換反応式において定量評価で

きる方法を提案し、論文化した。フェロシアン化銅造粒体による実験では放射性セ

シウムを１万倍濃縮できることを示した。最終廃棄体化については、ジオポリマー

固化物からの放射性セシウムの長期溶出特性を評価し、論文化した。環境放射能除

染学会の県外最終処分技術戦略研究会では、極端な例を含め最終処分シナリオを設

定し（国際会議で発表）、減容化・処分時のマスバランス計算（論文化）、各処理

の経済的評価、多様なステークホルダーへの多面的評価を実施し、合意形成に必要

な要点をまとめる準備ができた。 

 (3) 廃棄物処理施設等における放射線影響についての安全性評価【福島県】 

・県内の１処分場において地下水の由来、流行及び成分変化の原因についての調査を

行い、埋立処分場における地下水の状況を推測するために必要なデータの収集方法

の知見を得た。 

・プラントメーカーと共同開発したストーカ式ラボ燃焼炉でクリアランスレベル（

100Bq/kg 以下）のバーク・黒チップ・白チップを様々な燃焼温度（例:600℃、800℃

、1,000℃）で燃焼させ、その際に生じた主灰や飛灰への放射性セシウムの濃縮傾向

の違い、それぞれの燃焼温度で生じた灰の化学組成（蛍光 X 線（XRF）試験）・鉱物

組成（X 線回折（XRD）試験）、灰からの放射性セシウム溶出率（溶出試験）につい

て確認した。 

・ストーカ式燃焼炉を有する木質燃料利用施設において、クリアランスレベルの木質
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燃料を燃焼させても排ガス中の放射性セシウム濃度等の環境基準等を超過せず、周

辺大気への放射性セシウムの拡散可能性は限りなく低いことを確認した。さらに、

同施設から生じる飛灰は一般廃棄物焼却施設から生じた飛灰と比較して放射性セシ

ウム溶出率が低いとの知見を得た。 

・台風 19 号により発生した災害廃棄物仮置場周辺の空間線量等を調査した結果、バッ

クグラウンドと同等かそれよりも低いこと、焼却施設において災害廃棄物を混焼し

た場合であっても、発生する焼却灰の濃度は通常と同等であること等、調査結果の

範囲では、災害廃棄物の処理に関して放射性物質による影響は見られないことを明

らかにした。 

 (4) 資源循環・廃棄物処理過程におけるフロー・ストックの適正化技術と管理手法の確

立【NIES】 

・フロー・ストックのリスク評価と管理システム開発については、震災以前の 2010 年

度から 2015 年度までの発生地の空間線量率毎に産業廃棄物各品目の処分及び再生利

用先の状況を示した。バイオマス発電における福島県内発生バークの利用に伴う作

業者の追加的な被ばく線量の事例計算を行い、関係するプロセスの中では焼却処理

で発生するばいじんや焼却灰の運搬作業に伴う追加的被ばく線量が比較的高いとい

う計算結果が得られた。 

・低密度汚染廃棄物の放射性セシウム分布状況のイメージングプレート（IP）による

解析では、片面に付着して留まる傾向にあること、試料保管状況により移動・濃集

した可能性があることを示した。また、走査型電子顕微鏡（SEM）観察により粒子が

多く沈着した部位と放射性セシウムが濃集した部位が概ね一致することを示した。 

・大容量試料の簡易測定法の検討では、シンチレーションファイバーで測定した表面

線量率を放射性セシウム濃度に換算する式を得た。 

 (5) 低汚染廃棄物等の最終処分、及び除去土壌等の中間貯蔵プロセスの適正化と長期管

理手法【NIES】 

・ライシメーター試験を通した改質除去土壌の長期挙動については、改質剤添加によ

って Na や SO42-などの人為由来のイオン類の溶出が確認された。また、改質剤添加

は、放射性セシウムの溶出抑制がある可能性が確認された。改質除去土壌の力学特

性については、改質剤の最適添加率があり、それ以上に添加すると脆弱化する可能

性が確認された。 

・中間貯蔵・環境安全事業（株）（JESCO）との共同研究である粘性土系除去土壌の実

証盛土を大熊技術実証フィールドに構築した。 

・飛灰浸出水に含まれる重金属等の自然地盤での緩衝能を評価するため、各種バッチ

吸着試験を実施し、線形吸着パラメーターを得るための吸着率等の制限値を確認し

た。 

・コンクリートの汚染機構の知見をオフサイトとオンサイトの両面に拡大適用し、文

科省英知事業コンクリートの汚染機構解析のプロジェクトを外部機関と共に進め、

放射性セシウムと放射性ストロンチウムの浸透をオートラジオグラフにより定量評

価し、濃度、粘土、中性化、乾燥の影響を評価した。 

・アルカリ骨材反応評価法については国際学会規準化を実施した。数値モデル計算に

より、この手法による結果と現場曝露の結果が整合的であることを検証した。 

・関連するセメントとアルカリの相互作用を実験と分子動力学計算と量子科学計算に

より検討を深め、イオン選択性の原理を解析した。また、ジオポリマー中でのイオ

ンと水分子の挙動についても分子動力学計算の適用を検討した。 
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３ 環境動態 

＜部門長評価 部門長：塚田祥文（国立大学法人福島大学 環境放射能研究所 所長）＞ 

 

本部門では、環境における放射性物質の移行挙動及び生態系への影響を評価するため、

2015～2018 年度のフェーズ１での知見を踏まえて、2019～2021 年度のフェーズ２の１年目

をスタートした。10 月には水害によって環境に設置した器材の流出に見舞われたが、概ね

予定どおり調査研究を実施した。 

中区分課題１の「移行挙動評価」では６件のテーマに取り組んでいる。県内多くの河川で

は、懸濁態・溶存態放射性 Cs 共に低下傾向を示し、除染による低減の加速化が確認され

た。また、低下の別要因として土地利用状況のかかわりも確認できた。台風 19 号の影響に

よる放射性 Csの侵食については解析を進めている。懸濁態中可給態放射性 Csの割合が、底

質中より少ないことがわかった。ダムによる河川流域における放射性 Cs 流出率等への効果

について調査した。森林からの放射性 Cs の流出に林床の被服率が影響していること、ま

た、森林における放射性 Cs の 95%以上がリターと土壌に存在していることを明らかにし

た。常緑針葉樹林における空間線量率が事故後３年程度は物理減衰より高くその後に低下

する経時変化は、事故後のリターフォールによる林床へのセシウム移動及びその後の土壌

へのセシウム移行による遮蔽効果であることを示した。森林火災跡地からの流出調査を継

続している。土壌での放射性 Cs、90Sr、アクチノイドの拡散を求め、東電 FDNPS近傍の大気

圏核実験由来と 2011 年事故由来を区別して深度分布を明らかにした。コシアブラでは、腐

植や表層土壌の放射性 Cs を吸収するため、比較的高い濃度にあることがわかった。地衣類

と樹皮に残留する放射性 Cs を解析した結果、両者の蓄積に違いのあることが示された。淡

水魚中放射性 Cs濃度は、食性によって大きく異なることが示された。放射性 Cs含有ガラス

粒子の溶解プロセスを推定した。 

中区分課題２の「移行モデル」では３件のテーマに取り組んでいる。水域動態モデルを用

い、これまでに得られたデータを解析した結果、2011 年の事故から半年間の流出率がそれ

以降に比べ９～30 倍大きかったことが示された。また、河川から海洋への放射性 Cs の流出

量は、大気放出や海洋への直接放出に比べ２桁低いことが示された。2011 年の事故直後の

生活圏における放射性 Csの表面流出モデルを構築した。今後、生活圏における放射性 Csの

挙動モデルの構築を目指す。底質からの放射性Csの溶出をモデルで解析した。加えて、Q&A

サイトの公表に向け３機関の成果の取りまとめに取り組んだ。 

中区分課題３の「生態系への影響把握」では３件のテーマに取り組んでいる。ツキノワグ

マに線量計付 GPS 首輪を装着し、行動調査に伴う詳細な線量測定を行った。イノシシの筋

肉中放射性 Cs 濃度は他の野生動物より高い濃度にあり、胃内容物と筋肉中濃度に正の相関

があった。イノシシの生息数が急激に増加しており個体群調査を行ったところ、福島県内

のイノシシは阿武隈川の東西で２系統群に分かれることを明らかにした。キジ筋肉中放射

性 Cs 濃度を調査した結果、他の鳥類に比べ比較的濃度が低い傾向にあった。植物培養細胞

による DNA 損傷について研究を開始した。また、野性アカネズミについて福島県と対象地

域で DNA異変蓄積についての調査も開始した。 

令和元年に環境動態部門が取り組んだ移行挙動の課題について、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。一方で、生態系への影響については、低線量

率・低線量であるため、確定的な成果にはまだ時間を要する。生態系の課題に取り組む中

で、野生動物の行動や食性等に関する新たな知見が見出されている。今後更にデータを蓄

積し、生態系や生物への放射線による影響について知見を積み重ねていくことを期待す

る。また今後の課題として、帰還困難区域等未だに多くの放射性物質が残存しているこ

と、廃水タンク水の課題、溶融核燃料（デブリ）取り出し時の飛散など、福島県民の不安

も大きいことから、引き続き科学的知見を積み重ね、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。 
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① 移行挙動評価【JAEA、NIES、福島県】 

(1) 放射性核種の環境中における移行挙動の実態把握及び将来予測に関する研究【福島

県】 

・広瀬川流域及び口太川流域の観測地点、並びに阿武隈川水系及び浜通りの 30 地点で

平水時観測と出水時観測を実施し、昨年度までに得られた結果と同様に、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。 

・解析の結果から、面的除染は河川水中の放射性セシウム濃度を有意に低下させ、その

効果は流域内での除染作業終了から８年が経過した現在でも持続していることが確認

された。 

・広瀬川流域において観測データの追加、更新を行い、TODAM モデルによる計算の精緻

化を図った。さらに、出水時の放射性セシウムの動態について TODAM モデルによる計

算を実施し、実測値との比較から概ね良好な結果が得られた。 

・引き続き、十万山（双葉郡浪江町）山林火災跡地における放射性核種の動態調査を

NIES、JAEA と協力して行い、平水時において下流への影響がないこと等を確認し

た。 

 (2) 森林域における環境動態及び林産物への放射性物質の移行挙動に関する研究【JAEA

】 

・落葉広葉樹林と常緑針葉樹林、十万山（双葉郡浪江町） の林野火災跡地において放

射性セシウム流出観測を行い、林産物等の取り込まれやすい溶存態放射性セシウムの

起源の一つとして考えられる落葉の分解段階ごとの溶存態放射性セシウム溶出しやす

さを、落葉広葉樹を材料として検討した。 

・林床状況の異なる林分を対象とした放射性セシウム流出観測の結果を統合解析した結

果、地形の特徴や降雨量と比較し、林床の被覆率が最も流出率に影響することが明ら

かとなった。（予定） 

・（国研）森林総合研究所と連携し、林内空間線量率の経時変化を解析した結果、常緑

針葉樹林における空間線量率が事故後３年程度は物理減衰より高くその後に低下する

という経時変化は、リターフォールによる樹冠から林床への放射性セシウム移動及び

その後の土壌へのセシウム移行による遮蔽効果が要因であることが明らかとなった。 

・過年度のスギ林とコナラ林における放射性セシウム分布調査結果を取りまとめた結

果、両林分ともにリターや土壌層における蓄積量が森林全体の 95%以上を占めること

が明らかとなった。 

・落葉広葉樹の落葉の分解段階ごとの溶存態放射性セシウムの溶出率を比較した結果、

分解が進んでいる落葉において溶出率が低下する傾向があることが明らかになった。 

 (3) 水域における環境動態及び水産物への放射性物質の移行挙動に関する研究 

【JAEA】 

・河川、貯水池におけるモニタリングでは、放射性セシウム濃度の低下傾向に関する情

報の蓄積を図るとともに、ダムの有無による河川流域の流出率や河川敷における放射

性セシウムの堆積の特徴等を把握した。なお、台風 19 号等に伴う高水時調査の結果

は現在、分析、解析等を実施している。また、源頭域における調査では、室内試験等

の結果から、溶存態放射性セシウム濃度を規制する要因として、植生（広葉樹＞針葉

樹）の違いが示唆された。 

・淡水魚を対象とした放射性セシウムのモニタリングと環境同位体を用いた食物網構造

調査では、人工飼料ではなく、養殖池底の藻類や水生生物等を多く捕食する魚の放射
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性セシウム濃度が高い傾向にあることが示唆された。また、市街地における、これま

でに取得した空間線量率、放射性セシウム存在量のデータ解析では、放射性セシウム

の流出は、舗装面で未舗装面よりも卓越する可能性が示唆された。 

 (4) 固相－各種相互作用及びセシウム捕捉・吸脱着メカニズム解明【JAEA】 

・浜通りの河川水系における河床堆積物を対象として、鉱物種毎の放射能分析、表面分

析、比表面積を測定した結果、放射性セシウムの移動媒体には、雲母鉱物だけでなく、

有色鉱物や無色鉱物も寄与する可能性を新たに提示した。 

・東京電力ホールディングス（株）福島第一原子力発電所近くの土壌を採取し、セシウ

ムをはじめストロンチウムやアクチノイドイオンの濃度を測定し、深さ方向のデータ

から移行分布を明らかにした。過去のデータから経時変化を評価し、アクチノイドイ

オンの拡散挙動の解析から核実験起源の核種と福島事故起源の核種を同定した。 

・河川水中の堆積物のセシウム含有粒子の探索および電子線マイクロアナライザー

（EPMA）を用いた元素組成情報の取得の結果、陸域と同様のセシウム含有粒子が含ま

れていることを明らかにした。 

・海水中のセシウム輸送に関与すると考えられる沈降粒子について、EPMA を用いて粒

子形状、化学組成情報の取得を行った結果、採取時期の異なる海水中の沈降粒子につ

いて、粒子組成の差異を示すことができた。 

・同生態（生育）条件下における地衣類および樹皮中に残存する放射性セシウム沈着量

から両者の蓄積特性に有意差があることを定量的に示した。 

・地衣類中のセシウム捕捉・保持メカニズムの１つとして、第一原理計算に基づき地衣

類二次代謝物の一部とセシウムが錯体形成を行っている可能性を示唆した。 

・放射性セシウム含有粒子はシリカ成分の高さゆえに、塩基性条件では溶解度が高く、

酸性条件では溶解度が低くなる傾向があることを明らかにした。 

 (5) 流域スケールでの生物利用性放射性セシウムの動態解明【NIES】 

・浜通り地方北部のダム湖を対象に、降雨時流入懸濁物質や底質を採取し、過年度採

取分を含め逐次抽出法を適用することで、放射性セシウムの吸着形態別存在量を測

定した結果、流入河川中の浮遊性懸濁物質における生物利用性セシウム濃度は、ダ

ム湖底質に比べて減少傾向にあることが確認された。また、ダム湖心部の底質でも

生物利用性画分のセシウム 137濃度は経年的に低下傾向にあり、特に有機態セシウ

ム 137濃度の経年的な減少が顕著であることがわかった。 

・真野川水系真野ダム湖底泥からの不攪乱柱状底泥試料による静置溶出試験の結果、

セシウム 137 溶出フラックスは、同一実験条件下での太田川水系横川ダム湖底泥の

不攪乱柱状底泥試料による静置溶出試験のそれと比べワンオーダー以上小さい結果

を得た。その差は、両者の底泥へのセシウム 137蓄積量の差に比して大きいことか

ら、ダム湖底質の性状の違いが示唆された。 

・郡山市合流下水道区域を対象に、管渠内での自動水文連続観測と平水時、降雨流出

時において下水の採取と分析を実施した結果、放射性セシウムの流出挙動を説明す

る目的で実施した微量有害金属の発生源推定から、アンチモンが路面堆積物を、モ

リブデンが家庭排水をそれぞれ由来とすることが明らかとした。 

 (6) 放射性セシウムの生物移行特性評価と将来予測【NIES】 

・福島県浜通り地方北部河川水系を中心に、現在も出荷制限の続く淡水魚やその餌生

物の調査を行った。淡水魚の解剖により、淡水魚の筋肉部と消化管内容物のセシウ

ム 137濃度を比較したところ、（餌生物のセシウム 137濃度 / 捕食者のセシウム 137

濃度）の値は魚の食性によって大きく異なっていた。また、ヤマメの消化管内容物
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からの DNA解析により、餌である昆虫類の餌生物組成を得られることを確認した。 

・飯舘村の里山地域を主な対象として、コシアブラやタラノメ等山野草とその生息域

の土壌を層位別に採取し、土壌については逐次抽出による吸着形態別も含め放射性

セシウム濃度測定を行った。コシアブラ新芽のセシウム 137 濃度は、土壌の FH 層の

セシウム 137濃度およびセシウム 137蓄積量と正の相関を示したが、無機土壌層との

関係は見られなかった。このことから、コシアブラは浅根性であるため、地表に近

いセシウム 137を吸収していることが示唆された。 

② 移行モデル【JAEA、NIES】 

(1) 陸水域動態モデルの開発【JAEA】 

・水域動態モデルである 3D-Sea-SPECに対し、堆積物深度プロファイル解析機能を追

加した。また、大柿ダム湖および請戸川河口域に適用し、解析精度を向上に取り組

んだ。 

・長期間に渡る河川流出、土砂流出、セシウム流出を計算することが可能な、タンク

モデルを基礎としたモデルを開発し、事故後初期の流出率などを評価した。事故直

後から約半年間の流出率は、それ以降の流出率に比べ、９～30倍程度大きかったこ

とが推定された。しかし、東京電力ホールディングス（株）福島第一原子力発電所

から海洋への直接放出量および大気を経由したフォールアウト量に比べると、河川

を通じたセシウム流出量は２桁程度小さいことが示唆された。 

(2) 流域圏における多媒体環境モデリング【NIES】 

・大気モデルでは、被ばく線量モデルの入力データ作成のために、大気環境常時測定

局で測定されたセシウム 137 の大気観測データを活用して、大気輸送沈着モデルの

マルチモデルアンサンブル計算を実施した。線形最小分散推定を用いることによ

り、福島原発から福島県浜通り・中通り地方や関東地方に輸送された放射性プルー

ムの時空間変動パターンを再現した。 

・陸域モデルでは、放射性セシウム動態モデルの宇多川流域への適用を進めるととも

に、事故直後の生活圏での放射性セシウムの挙動モデル構築を目的として、生活圏

でのセシウム 137の表面流出モデルを構築した。 

・沿岸海域やダム湖を対象としたモデルでは、既往の研究におけるパラメータを適用

し、底質中の有機物分解によるセシウム 137の供給と、固相液相間のセシウム 137の

吸脱着を考慮した計算式を導入することにより、嫌気条件・好気条件と水温 10℃・

20℃での実験結果をそれぞれ再現可能とした。 

 (3) 福島の環境影響評価を総合的に行う包括的評価システムの整備【JAEA】 

・モニタリングデータベースは継続して新規の調査データを取り込んだ。 

・解析事例サイトに、新規の解析結果を追加した。 

・根拠情報 Q&A サイトに、JAEA の成果のみならず連携する他機関（福島県、NIES）の

成果も取り込んだ。 

③ 生態系への影響把握【NIES、福島県】 

(1) 野生動物に対する原子力発電所事故の影響に関する研究【福島県】 

・中通りにおける線量計付 GPS 首輪のツキノワグマ２個体への装着により、その行動

及びツキノワグマが実際に利用している場所における線量率が明らかになった。 

・これまでに実施した食性解析の結果を整理し、コナラやクリなどの堅果類やドクダ

ミ、カナムグラなどの草本類を主食としていることが明らかとなった。また、主食

とする植物・木本類のセシウム 137 濃度を測定した結果、草本と液果に比べ、堅果

類が高い傾向にあった。 
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・キジにおける行動調査の手法を検討、必要器具を整備するとともに、筋肉中放射性

核種濃度のモニタリング調査を実施し、セシウム 137 濃度が一般食品の基準値であ

る 100Bq/kg（生重量）よりも低い傾向にあることが明らかになった。 

・阿武隈山地において自動撮影カメラを使用したツキノワグマの生息状況調査を行

い、１地点においてツキノワグマの生息を確認した。 

・DNA 分析手法を用いたイノシシの個体群調査により、福島県内のイノシシが、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。 

 (2) 放射線等の生物影響評価【NIES】 

・帰還困難区域内にある空間線量率が毎時5.46～15.95μSvの地点において、培養細胞

による DNA 損傷量の評価を行った結果、積算被ばく線量に応じて DNA 損傷量の増加

が認められた。これにより少なくとも毎時 15.95μSv 未満では DNA の変異率の増加

は見られない事が示された。この結果を 2016 年の第 11 次航空機モニタリングの結

果に適用すると、避難指示区域のうち 99.5%（250 mメッシュ）で DNAの変異率の増

加が見られない結果となった。 

・2012 年～2018 年に帰還困難区域において捕獲されたアカネズミ成熟メスについて妊

孕率（妊娠できる能力を持つ個体の割合）の年次変化を評価した結果、高度汚染地

域（2012 年における空間線量率 20μSv/hr 以上）における 2012 年の妊孕率は 13%、

2013-2018 年の妊孕率は 81%であった。一方、2012 年における空間線量率が 10μ

Sv/hr程度の地域における 2012年の妊孕率は 100%、2013-2018年の妊孕率は 78%であ

った。この結果から、高度汚染地域において、一時的にアカネズミの妊孕率が低下

したことが示唆された。 

・潮間帯の無脊椎動物の棲息密度等については、引き続き緩やかに回復していたが、

福島第一原発の南側で依然低密度のままであった。また、大熊町及び富岡町の定点

でイボニシを毎月採集し、性成熟周期を調べた結果、大熊町の、特に雌においてほ

ぼ周年成熟しており、産卵も９月下旬まで観察され、対照地点（茨城県ひたちなか

市）とは顕著に異なった。 

 (3) 生態系の実態把握と回復研究【NIES】 

・避難指示区域とその周辺において生物調査を継続するとともに、既存のデータペー

パーのデータ更新、さらにカエル類についてデータペーパー化に備えたデータを整

備し、鳥類のデータペーパーに関して、2018年分のデータを公開した。 

・地域の野鳥愛好家の協力の下、愛好家が行った野鳥調査のデータを精査すること

で、同じ地区で同様の調査を行うことができれば、震災前後の避難指示区域内の鳥

類分布の変化に関してより確度が高い知見を得ることができる可能性が示された。 

・昆虫類に関して複数の調査手法によるデータを組み合わせた統計モデルを構築し、

ハナバチ類等は避難指示解除直後と直前ではあまり分布パターンが変わっていない

可能性が示唆された。また、鳥類に関して避難指示及び解除の効果が種の形質によ

って異なるかを検討する統計モデルを構築し、避難指示により草原性の鳥類が増加

している傾向等が示唆された。 

・個体数推定手法(REST model)を応用した全県個体数推定結果が福島県のイノシシ管

理計画（第３期）に掲載された。 

・トンボの自動撮影に用いた飛翔生物検出装置に関して特許が認められた（特許第

6558701 号）。福島県農業総合センターの研究員と連携しながら行った、2018 年の

営農再開水田等におけるデータの解析結果から、自動撮影枚数と従来の見取り調査

によるトンボ個体数に正の相関があることが示され、本装置を用いた調査の有効性
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が示唆された。 
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４ 環境創造 

＜部門長評価 部門長：中田俊彦（国立大学法人東北大学 教授）＞ 

 

環境創造部門では、福島県の地域環境を対象として、持続可能な社会システムの分析と

中長期デザインを主眼としている。具体的には、「持続可能な地域づくり」、「強靭な社

会づくり」、「自然豊かなくらしの実現」及び「統合イノベーションの創出」の四つの中

区分課題に分けて、これを実現すべく地域環境保全と災害マネジメントの仕組みづくり

を、福島県と国立環境研究所が主体となって関係機関と連携して進めている。 

「持続可能な地域づくり」では、気候変動対応、地域循環共生圏構築、SDGsに係わる社

会経済指標のデータベースを拡充して、県内の各地域の復興計画や街づくり計画を支援し

た。新地町では、人口減少を抑制する多様な施策の効果を事前に分析して、将来の人口動

態を時系列に推定する研究手法を開発した。三島町では、木質資源を活かす分散型エネル

ギーシステムの導入シナリオを策定し、キャッシュフローの地域内循環に伴う経済波及効

果を分析した。今後は、具体的な地域開発計画への貢献に向けて、科学的エビデンスと客

観的指標に基づく地域シナリオのデザインと、それを可能にする地域データベースの整備

が課題である。 

「強靭な社会づくり」では、災害廃棄物の合理的な処理計画策定のため、統合型マネジ

メントシステムの構築を進めた。とくに、廃棄物の形状や性質に合致する破砕選別技術の

最適化手法を開発し、各地域に導入するための枠組みを作成した。今後は、搬出、輸送、

利活用を想定する一連のマネジメントシステムの最適設計と運用をめざして、頻発する地

域災害への対応機能の強化と地域社会のレジリエンス向上に貢献することが期待される。 

「自然豊かなくらしの実現」では、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した。さらに、奥会津地域の生物多様性と、生態系の

空間分布情報を可視化する地理情報システムの環境データベースを作成した。今後は、地

域の生活環境など間接影響を考慮するアプローチ手法の開発と、継続的な生態系データベ

ースの蓄積と分析が重要となる。 

「統合イノベーションの創出」では、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した。郡山市、飯館村の地域団体や

政策関係者にインタビューを実施して、政策過程を分析した。さらに、正確な情報の効果

的な発信のあり方についてアンケート調査を実施して、水環境のリスク受容と河川環境の

意識変化を分析した。今後は、対象地域の特性に由来する要因と、広域地域全体の要因に

分けて、地域イノベーションを進めるうえで重要な地域社会の分析手法の構築を進めるこ

とが期待される。 

このように、環境創造部門では、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。 
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① 持続可能な地域づくり【NIES】 

(1) 生活・環境・産業が調和した復興ビジョン構築【NIES】 

・震災前後に更新されたデータも含めた自然・社会・経済データを体系的に集約する

「地域空間データベース」について、気候変動適応、地域循環共生圏構築、さらに持

続可能な開発目標（SDGs）の活用といった観点から必要と考えられる社会経済指標を

中心にデータベースを拡充するとともに、環境省「福島再生・未来志向プロジェク

ト」と連携し、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難地域（既に避難指示の

解除された地域を含む）における住民の帰還状況や、公共施設、商業施設、工場等の

事故後の事業開始・再開状況を時系列的に収集し、復興の過程に関する情報を追加し

た。 

・これまでに開発してきた「地域統合評価モデル」について、SDGs や地域循環共生圏

の観点からその構造を検討し、今後のより幅広い持続可能性の観点を取り込むための

改良点を検討し、人口動態、エネルギー、土地利用等についてモデルの拡張を行っ

た。拡張したモデルを利用した様々な施策による総合的な効果と各施策の貢献度を分

解し分析する手法を開発した。 

・福島県新地町において改定が予定されている総合計画の策定支援に向けた準備的な会

合として「新地町未来ビジョン検討会」を同町、東京大学、民間のエネルギー事業者

等と開催し、同町における将来の重点課題の候補を挙げた。新地町で重要な指標とさ

れた人口維持に関して、複数の取組による人口維持効果を根拠づけ、その貢献度を分

析する手法を開発して同検討会において提案された取組に対して適用し将来にわたる

人口維持効果を推計した。 

・環境省「福島再生・未来志向プロジェクト」と連携し、避難区域（解除された地域を

含む）を有する地方自治体（以下「避難地域」と称する。）において将来シナリオを

構築するための情報収集を行った。避難地域の各種計画、意向調査等から将来シナリ

オにおける人口水準や、定性的な今後の展開に関する方向性の枠組みを構築した。 

(2) 地域環境資源を活かしたまちづくり拠点の創出【NIES】 

・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。再生可能エネルギーを活用したエネルギーシステムへの移行

は地域における資金や資源の流れを変え、地域循環共生圏の形成において重要な役割

を担うことが確認された。 

・新地町において 2019 年 3 月から供給を開始した電熱併給型地域エネルギー供給事業

に関する技術開発を開始し、平成 31 年度は需給バランス調整によるエネルギーマネ

ジメント手法開発や、周辺地域へ水平展開するための評価システム開発、再生可能エ

ネルギー導入に向けた風力ポテンシャル計測などの技術開発研究を実施した。 

・地域づくりの先進事例（岩手県紫波町）を選定して、資料調査により動的な地域づく

りプロセスを年表形式で整理するとともに、ステークホルダー相関図を作成した。そ

の上で、ステークホルダーへのインタビューを実施しイベント間の関係性、利害関心

などを中心とした実態情報を聞き取り、文章形式の一次資料としてとりまとめた。 

(3) バイオマスを利用した環境創生型地域づくり【NIES】 

・統合型バイオマス利活用モデル（BaIM）における天然林におけるパラメーターの改訂

に着手した、具体的には国内の里山における森林調査データを入手し樹高生長量など

のパラメーターを検討した。また林業業者をヒアリングし林業作業に関するパラメー

ターも取得し、更新した。 
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・生態系研究と連携し、林種遷移が予測可能な森林生態系 LANDIS-II による三島町内で

の森林生態系シミュレーションに着手した。具体的には森林簿をデータ源として 500m

グリッドデータを整備し、2050年までのシミュレーションを行った。初期的な解析結

果では気候変動シナリオの別による森林生長量にはあまり大きな影響が見られなかっ

た。 

・三島町内における主要な熱需要施設について調査した結果を基に、必要なバイオマス

量に関する供給に関する検討を開始した。初期的な考察では、町内からすぐに供給可

能な量は人工林数ヘクタール程度であり、需要者側の年間 1,000-3,000 トン(木質チ

ップ)という量には届かないことが分かった。 

② 強靭な社会づくり【NIES】 

(1) 災害廃棄物の統合マネジメントシステムの構築【NIES】 

・破砕選別技術の最適化については、被験者の視線解析より、誘目性の高い対象物に対

しては、視線移動範囲（検索範囲）が広くなることがわかった。また、視線は遠近移

動を周期的に繰り返しながら対象物を検索することが明らかになった。 

・浄化槽の耐震性評価については、浄化槽の性能評価や FRP 評定を所管している日本建

築センターと連携して、円筒形の中・大規模浄化槽へ適用について検討を行い、浄化

槽の構造安全性を審査する上で、小型（カプセル型）の有限要素法（FEM）解析結果

を応用することとした。また、災害時（津波や水害）の汚泥の適正処理を含めた機能

回復についても業界団体等とも連携して課題と対策の整理を進めた。 

・中小規模自治体において行われた８件の災害廃棄物処理事例について、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。研修の評価手

法については災害廃棄物処理に係る研修の全国的な実践状況を調査するとともに、複

数の事例について試行的に評価し、試行版をとりまとめた。改訂版の脆弱性評価ツー

ルおよび災害廃棄物処理計画データベースのプロトタイプについては、令和元年度内

に本番環境への移行が完了した。（予定） 

(2) 災害に伴う環境・健康リスクの管理戦略【NIES】 

・環境研究総合推進費 S-17「災害・事故に起因する化学物質リスクの評価・管理手法の

体系的構築に関する研究」の課題とあわせて、災害に伴って注目すべき物質について

の考察をまとめて論文発表を行った。また、PRTRデータから災害時に課題となりえる

保管量を推定する成果も発表した。 

・一斉分析法、環境調査についても沿岸域の環境調査、災害時疫学ツールの検討を継続

して実施し、それぞれ進展があった。 

③ 自然豊かなくらしの実現【NIES、福島県】 

(1) 猪苗代湖の水環境に関する研究【福島県】 

・猪苗代湖に流入する河川を対象にして流量観測及び水質調査を行い、流入河川の水質

調査の結果から、長瀬川以外の小河川及び灌漑用水路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。 

・有機物の定性分析の結果から、猪苗代湖湖水と流入河川水中の溶存有機物は化学的性

質が大きく異なることやそれが湖の内部生産の影響を示唆することを明らかにした。 

・猪苗代湖の湖岸において高橋川の河口や河岸、長瀬川及び酸川で土壌調査を行い、猪

苗代湖の湖岸土壌での土壌動物相の季節的変化を明らかとした。ヒメミミズ、ササラ

ダニ、トビムシといった有機物の分解に大きく寄与する土壌動物が多数採取された。 

(2) 豊かな自然のための生態系管理手法開発【NIES】 
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・奥会津地域における生物多様性、生態系の地理分布およびチリ社会経済に関するGIS

データベースを整備した。また奥会津５町村における土地利用変化を2050年、2100年

と予測し、耕作放棄地が増加することを予想した。 

・気候変動下での温帯林に及ぼす影響を文献調査し、森林が水土保全や土砂流出等へ及

ぼす影響に関するレビューした。 

・三島町内２地点で気象観測装置等を用いて実測を行い、記録されている降水量データ

を三島町と協力して整備した。 

④ 統合イノベーションの創出【NIES、福島県】 

(1) 環境情報技術を活用した地域環境創生支援手法の開発 【NIES】 

・新地町において電力モニタリングにより得られたデータを解析し、暖房・給湯の方式

が電力の気温感応度におよぼす影響や、これにより地域の気温条件によるエネルギー

需要予測手法を詳細化する有益な知見を得た。 

・こうした種々のデータを共通のプラットフォームにおいてデータベース化するための

クラウド上の情報基盤を構築した。次に、これらの結果から種々の環境条件を反映し

て電力需要を予測する手法を開発し、見える化のためのサイネージ装置へ統計情報を

送信するシステムを構築した。 

・三島町において同町が進める森林資源を活用した地域エネルギーシステムの検討に対

して地域 ICT システムで得られた知見を提供した。 

(2) 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 【NIES】 

・中通り地域（郡山市）を対象とする放射性物質汚染廃棄物の処理・管理のガバナンス

に関する地域社会研究では、郡山市の除染における市レベル・地区レベルのステーク

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、地域社会の除染における合

意形成の成否を規定する要因を探索した。 

・浜通り地域（飯舘村）を対象とする森林資源をめぐるコミュニティ・ガバナンスに関

する実証的研究では、森林再生事業に対する政策担当者の課題認識・ニーズを明らか

にした。 

(3) 正確な情報の効果的な発信のあり方に関する研究 【福島県】 

・既存のアンケート調査結果の統計解析については、県政世論調査の解析の結果、東日

本大震災後の県民の水とのふれあい方にネガティブな変化があった人の割合は、経年

的に減少傾向にある一方で、浜通りや若い年齢層において比較的に多く、水環境の放

射性物質による汚染リスクへの不安との関連があり、これらをターゲットとした情報

発信の必要性を明らかにした。また、コミュタンサイエンストークのアンケート解析

の結果、参加者との交流や体験を伴う情報発信が、理解度の向上に繋がることを明ら

かにした。（予定） 

・水環境に関するワークショップの実施及び参加者へのアンケート調査、データ解析に

ついては、いわき市の新川、好間川の各流域において、地域の河川環境への関心向上

や環境保全活動の推進に資する情報発信を目的としたイベントの内容について、関係

者と協働で検討し、企画書を作成するとともに、パネルやポスター等を準備した。一

方、台風 19 号の影響でイベントが開催中止となったため、台風被災も含めた河川環

境に対する流域住民の現在の意識や関心をアンケート調査により実施し、今後の情報

発信のあり方をまとめた。（予定） 
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第３ 情報収集・発信 

 

開所３周年記念イベントや環境創造シンポジウム、コミュタンサイエンストーク、種々

イベント等において、環境創造センターの研究成果や三機関の取組について周知を図っ

た。 

また、ウェブサイトの掲載情報について、閲覧者の利便性を考慮したページの再構成を

行うとともに、機関誌の発刊、地元広報誌への寄稿などにより、様々な媒体を通じた情報

発信を行った。 

 

 

１ モニタリングデータの収集・発信 

 

① モニタリングデータの収集・発信体制の検討及び構築【福島県】 

・県民等が求める情報へのアクセス性を改善するため、ウェブサイト全体のページ構成

の見直しを行い、1ページ内情報の縮減及びページ階層の少層化（3月完了見込み） 

・ウェブサイトにおいて空間線量率等のモニタリングデータの推移を視覚的に閲覧でき

る機能を追加（３月完了見込み） 

・ウェブサイトにおいて林野火災等の突発的な事象において、緊急性の高いモニタリン

グデータを速やかに発信できる機能を追加（3月完了見込み） 

・ウェブサイトにおいて海外向けの情報発信を進めるため、英訳版ページの拡充（3 月完

了見込み） 

② 放射性物質モニタリングデータの情報公開サイトの開設【JAEA】 

・放射性物質モニタリングデータの情報公開サイトについて、新規に取得されたモニタ

リングデータの追加等を実施 

・「放射性物質モニタリングデータの情報公開サイト」、「根拠情報 Q&Aサイト」、「解

析事例サイト」を一体で運用し、閲覧者が知りたい知見を、シミュレーション結果、

根拠となる科学的知見、実測データとともに分かりやすく提示することで、多角的に

理解を深めていけるようなマルチな情報提供環境「福島総合環境情報サイト

(FaCE!S)」を公開 

・路線バス搭載の線量測定結果をリアルタイムに表示するシステムを継続運用 

 

２ 調査研究成果の収集・発信 

 

① 調査研究成果等の収集及び体系的整理【福島県】 

・県民等が求める情報へのアクセス性を改善するため、ウェブサイト全体のページ構成

の見直しを行い、積極的な研究成果等の情報発信ができる仕組みを構築（3月完了見込

み） 

・原子力災害に関連した情報の幅広い提供のため、関連図書等を配架する図書コーナー

を交流棟内に整備（３月完了見込み） 

② 調査研究成果の効果的な発信及び県民理解促進【福島県】 

環境創造センターにおける調査研究情報について、次のとおり発信した。 

・交流棟展示室におけるタッチパネルコンテンツ、グラフィックパネル等 

・交流棟において、環境創造センター研究員によるミニ講座「コミュタンサイエンスト

ーク」を全22回実施（タイトル数は11） 
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・都内科学館において、環境創造センター研究員によるミニ講座を実施（３タイトル） 

・開所３周年記念イベントにおいて、JAEA及びNIESによるサイエンスカフェを交流棟に

おいて実施（各1回） 

・開所３周年記念イベントにおいて、本館及び研究棟の施設見学会を実施 

・郡山市立郡山第六中学校の全生徒を対象に、県、JAEA及びNIESによる出張講座を実施 

・研究成果報告会、開所３周年記念イベント及び環境創造シンポジウムにおけるブース

出展等 

③ 福島原子力事故関連情報アーカイブの継続【JAEA】 

・福島原子力事故関連情報アーカイブ（FNAA）」（http://f-archive.jaea.go.jp）に新

たに約18,000件の放射線モニタリング情報や研究開発機関の発信する研究開発情報を

登録 

④ 研究関連刊行物の発刊【福島県・NIES】 

・環境創造センターにおける取組を広く周知するため、福島県環境創造センターニュー

スレターを作成し、配布した。作成・配布は四半期に一度の頻度で行った（最終号は

３月に配布予定）。 

🖥ニュースレターは、環境創造センターウェブサイトにおいて公開しています。 

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/298/newsletter.html 

・NIESでは、災害環境研究への取り組みを広く一般の方に伝えるため、「NIESレターふ

くしま」を年６回発行した。また、社会の最前線で災害等で生じた課題の解決に取り

組んでいる方々へ災害環境研究の最新の成果をお届けするため、「災害環境研究の今 

第２号 地域資源を活用した環境創生型復興まちづくり」を発行した。そのほか、

「国立環境研究所ニュース38巻2号-特集 河川流域における放射性セシウムの今後を予

測する-」を発行した。刊行物はいずれもNIESのWEBサイトで公開した。 

🖥刊行物は国立環境研究所のウェブサイトで公開しています。 

http://www.nies.go.jp/fukushima/publication.html 

https://www.nies.go.jp/kanko/news/38/index.html#block3 

 

３ 環境回復・地域再生・環境創造に関する情報の収集・発信 

 

① 環境回復・地域再生・環境創造に関する情報の共有機会の創出【福島県】 

・県民等が求める情報へのアクセス性を改善するため、ウェブサイト全体のページ構成の

見直しを行い、積極的な研究成果等の情報発信ができる仕組みを構築（３月完了見込

み） 

・大学や研究機関、NPO、県庁関係各課等の取組状況や成果等を共有する機会を創出する

ための環境創造シンポジウムの開催 

・原子力災害に関連した情報の幅広い提供のため、関連図書等を配架する図書コーナーを

交流棟内に整備（3月完了見込み） 

② 環境回復・地域再生・環境創造に関する情報発信【福島県・JAEA・NIES】 

・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」に関する活動を行

っている各種団体によるブース出展を行い、各団体の取組について発信した。 

・三機関連携により、東京都内・日本科学未来館において、情報発信イベント「“ふくし

ま”を知ろう！～聞きます、話します、ふくしまの今～」を開催し、生活者、研究者そ

れぞれの視点から、ふくしまの環境回復・創造についての情報を発信した。 

・NIESでは、下記のとおり、自治体主催または自治体と共催するワークショップ等を通し

て情報発信に取り組んだ。 
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〇棚倉町環境基本計画策定委員会が主催した「福島県立修明高校SDGsワークショップ」

において講師・ファシリテーターの派遣を行うとともに、SDGsに関連する高校生の地

域課題に対する主観的認識を分析し、分析結果を棚倉町環境基本計画策定委員会に提

供することで、同町におけるSDGs推進に貢献した。 

〇田村市が主催した「SDGs職員研修」では、講師を派遣するとともに、SDGsに関連する

市職員の地域課題に対する主観的認識を分析し、分析結果を田村市経営戦略室に提供

することで、同市におけるSDGs推進に貢献した。 

〇「こおりやま広域圏気候変動適応等推進研究会」を4回開催した。こおりやま広域圏

16市町村の環境政策担当部局の職員を対象としたワークショップでは、地域気候変動

適応計画の策定に必要な気候変動影響などに対する職員の認識等の情報を収集・整理

し、その情報をこおりやま広域圏16市町村の職員に提供することで、自治体における

地域気候変動適応計画の策定に貢献した。 

〇新地町における「新地町立尚英中学校出張講義」では、同町における省エネ行動支援

と環境人材育成に貢献した。 

〇「福島の復興と未来に向けて 福島再生・未来志向プロジェクトシンポジウム」をい

わき市にて環境省とともに主催し、環境省が全省的に推進する本プロジェクトについ

て、地域のニーズをふまえ発展させるため、関係機関による意見交換の機会を創出し

た。パネルディスカッションでは、浜通り地域の現状と今後について議論した。 

③ 除染活動を支援する情報の発信 【JAEA】 

・福島県と協力して、川俣町の除染後の空間線量率の予測解析を実施するとともに、定期

的に線量測定を実施し、解析結果を検証。結果を川俣町に報告 

 

４ 交流棟における取組 

 

① 県民等のニーズを踏まえた交流棟における情報発信【福島県・NIES】 

・社会情勢の変化や来館者ニーズを踏まえ、また、来館者の立場等に配慮した交流棟案内 

・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等において、環境創

造センターにおける取組を周知するため、ブース出展、サイエンストーク、施設見学会

等を実施 

・交流棟で実施する週末イベントにおいて、積極的に新規開発した学習プログラムを実施 

・海外からの来館者に対して、外国語での対応が可能な案内スタッフを適切に配置 

・NIESでは、「福島プロジェクションマッピング ３Ｄふくしま」のテスト展示終了後、

本格展示に向けて物品の調達手続きを進めた。展示物は入札の手続きを経て 2020 年６

月末までに、交流棟・探るラボに設置される予定である。 

② 世界的な環境問題に関する転換を踏まえた学習プログラムの整備【福島県】 

・「触れる地球」を整備し（7月整備）、地球温暖化や SDGsに関する学習コンテンツを公

開（３月予定） 

③ 県内外からの交流棟来館促進【福島県】 

・県教育委員会と連携し、小学校校長会や県教育委員会主催会議等での誘致活動 

・県内外における各種イベントにおけるブース出展による誘致活動 

・県内各地の観光施設、観光協会等と連携した、県外学校や旅行会社等への誘致活動 

・県内の小学校団体見学に対する貸切バス代補助は、来館校数延べ 265校に対し、補助金

交付校数 212 校、同乗者 9,400 人（１台のバスに複数校同乗を含む人数）である。

（R2.2.16時点） 
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④ 学会、国際会議等の誘致【福島県】 

・除染学会でのブース出展による PR 及びコンベンション関係パンフレット等への情報掲

載を実施 

⑤ 県民及び来館者に対する情報発信【福島県・JAEA・NIES】 

・交流棟展示室における情報発信 

・交流棟において、環境創造センター研究員によるミニ講座「コミュタンサイエンストー

ク」を全 22回実施（タイトル数は 11） 

・開所３周年記念イベントにおいて、JAEA 及び NIES によるサイエンスカフェを交流棟に

おいて実施（各 1回） 

・開所３周年記念イベントにおいて、本館及び研究棟の施設見学会を実施 

・研究成果報告会、開所３周年記念イベント及び環境創造シンポジウムにおけるブース出

展等 

⑥ 関係機関とのネットワークの構築【福島県】 

・大学や研究機関、NPO、県庁関係各課等の取組状況や成果等を共有する機会を創出する

ための環境創造シンポジウムの開催 

⑦ 他館との連携及びボランティア活用による館運営【福島県】 

・国立科学博物館「シアター36〇」における環境創造シアター県オリジナル番組の定期上

映を７月から開始 

・リプルンふくしまとの連携として、環境創造シンポジウムでのリプルンふくしまのブー

ス出展及び県外の学校や旅行会社等への誘致活動を実施 

・県内科学館、試験研究機関、民間会社等が構成員となっているふくしまサイエンスぷら

っとフォーム（spff）の活動として、交流棟におけるサイエンス屋台村を実施 

・ボランティアスタッフ新規募集のための説明会（２回、その後チラシの常時配架により

通年募集に切り替え）（３名増員） 

・ふくしまサイエンスコミュニケーター養成講座や交流棟イベント等を通じたボランティ

アスタッフの育成 

・国立科学博物館巡回展「琉球の植物」in コミュタン福島を開催 

 

◎ 主な評価と課題 

 

・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。 
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第４ 教育・研修・交流 

 

交流棟「コミュタン福島」において、展示や体験研修を通じて放射線に関する知識の普

及や原子力災害を経験した福島県の環境の今を発信した。 

また、小・中学生、高校生以上といった各年齢層を対象とした人材教育講座を新規に開

設した。 

さらに、大学や高等専門学校と連携した講習会や実習、野生生物共生センターや猪苗代

水環境センターにおける学習会を開催し、県民の皆さまに幅広く放射線や環境に関する意

識を深めていただく機会を創出した。 

 

 

１ 放射線等に関する教育 

 

① 放射線等に関する学習活動への支援【福島県】 

・学校から交流棟までの交通費補助 

・学校の要望に応じた学習プログラムの提供 

② 各種来館者層に合わせた運営体制の構築【福島県】 

・中学生や高校生向けの学習プログラムや交流棟来館のリピーター向けの見学メニューを

開発 

・環境創造シアター番組の多言語化（従来から対応していた英語に、中国語及び韓国語を

追加） 

・海外からの来館者に対し外国語対応が可能な案内スタッフを適切に配置 

③ 「放射線に関するご質問に答える会」の継続【JAEA】 

・リスクコミュニケーションの一環として、平成23年度から実施している福島県の学校の

先生や保護者が抱いている疑問等に対して正確な情報を提供することを目的とした「放

射線に関するご質問に答える会」を実施。 

・開催回数2回（令和元年11/3、11/28）、参加者のべ約260名 

 

２ 環境の回復・創造に関する研修 

 

① 環境の回復・創造に関する研修等の開催【福島県】 

・各年齢層（小・中学生、高校生以上）を対象とした講座を開設し、放射線や原子力災

害を経験した福島に関する知識を習得し、さらに習得した情報を対話により他者へ効

果的に伝えることのできる人材を育成した。 

・理科自由研究発表会及び福島県小学校理科作品展の開催 

・放射線に関する基礎的・実務的な知識の普及により除染作業を安全かつ確実に行うた

め、除染等業務講習会の業務従事者コースを２回、現場監督者コース及び業務監理者

コースを１回ずつ開催した。 

・地域における環境保全意識を高めるため、環境アドバイザー派遣事業を２５団体８０３

名に対して環境アドバイザーの派遣を行った。 

・県内化学物質取扱事業者等を対象にセミナーを開催し、独立行政法人製品評価技術基盤

機構による講演及び、民間事業者による作業環境内の化学物質リスク低減の取組や化

学物質リスクコミュニケーションの事例についての発表を行った。 

・さらに、社会に出る前の県内の高校生に化学物質リスクコミュニケーションについて理
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解を深めていただくため、福島県立会津工業高等学校において講演会・交流会を開催

した。 

・せせらぎスクール指導者養成講座の初級編を２回、実践編を１回開催 

・水生生物調査を実施する団体等３５団体、1,559名に必要な資材の提供 

② 附属施設を活用した教育・研修【福島県】 

猪苗代湖のヒシ刈りや土田堰下り体験、磐梯山と銅沼誕生の歴史・裏磐梯の水環境の学

習、猪苗代湖のシジミやエビの観察、安積疎水関連施設の見学など猪苗代水環境センター

を活用した環境学習会を５回実施（参加者 175 名）開催した。 

また、野生生物共生センターの環境学習会において、夏の野鳥や自然の観察、特定外来

生物“ウチダザリガニ”を釣って食べる体験、原子力災害の影響により生き物はどんな影

響をうけたのかをテーマとした講座などを実施した。 

野生生物共生センターでは、人と野生生物の関わり合いについて学習できる環境学習会

を３回実施（参加者 111 名）開催したほか、館内展示等を利用したクイズラリーを実施し

た。環境学習会及びクイズラリーの参加者を含め、約 3,300 名の来館者に野生生物に係る

普及啓発を行うことができた。 

③ 大学生、高専生への放射線教育を通した環境回復分野の人材育成事業の推進 【JAEA】 

・令和元年７月から８月にかけて 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４大学から６名の実習生を受け入れた。 

・夏期休暇実習では、森林での放射性セシウムの環境動態に関する樹木に関する調査、河

川等で採取した土壌・水試料の分析についての実習を実施 

・長岡技術科学大の「技大際」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 

 

３ 県民・NPO・関係機関との交流 

 

① 交流の場及び機会の創出【福島県】 

・三機関連携により、東京都内・日本科学未来館において、情報発信イベント「“ふくし

ま”を知ろう！～聞きます、話します、ふくしまの今～」を開催し、福島県民（生活

者及び研究者）と関東圏に住む一般の人々との交流の場を創出した。 

・ふくしまサイエンスぷらっとフォーム（spff）（科学コミュニケーション活動に取り組

んでいる団体。福島大学が事務局）に参画し、科学に関する祭典「サイエンス屋台

村」をコミュタン福島で開催し、科学コミュニケーション活動を実施した。 

・ ふくしま環境活動支援ネットワークの構成団体などへメールマガジンを配信し各機関

の交流や活動に係る情報発信の場を提供した。また、環境教育フォーラム 2019 に出展

した。 

・放射線に関する知識の普及や理解促進や環境保全の普及啓発のため、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等においてブース出展、サイエンス

トーク、施設見学会等を実施 

・県内小・中学校からの要望に応じ、放射線や原子力災害を経験した福島の状況等に関す

る出張講座を実施 

② 市民との交流イベント、ワークショップ等の開催【NIES】 

三島町において、出前講座「奥会津地域における適切な森林管理と防災・減災」を開催

した。山に囲まれた三島町（奥会津地域）において、適切に森林を管理することがどのよ

うに防災や減災につながるのか、を主題に研究成果について発表した。 
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また飯舘村において、出前講座「『までい』な暮らしを支える環境のいま」を開催し、 

これまで飯舘村の方々と協力しながら行ってきた環境回復研究とその成果を発表した。 

３機関合同での取り組みとしては、郡山第六中学校で放射線教育の一環としての講座を

行ったほか、日本科学未来館において「ふくしまを知ろう！」と題し、出張講座を開催し

た。 

また、三春町主催の「三春秋祭り」に出展し、地域住民の皆様との交流を含めたアウト

リーチ活動を行った。 

 

◎ 主な評価と課題 

 

・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 

  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） 

※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 

・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。 


