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連絡調整会議・県民委員会 

事業報告(中間)(案) p. 1 

別紙 1 意見等（平成３１年度（令和元年）環境創造センター事業報告（中間）(案)）まとめ 

 

                 

№ 頁 原案の内容 具体的な修正文書 理由 対応案 

 
 
 
1 

 平成 31 年度（令和元年度）
環境創造センター事業報告
概要（中間報告）(案)について 

【資料１-1】 

10 ページと 12 ページに、「主な評
価」が記載されています。 

 

これに対して、5、6、7、8 ページ
は、主な評価と課題で各部門長が評
価しています。 

 

10 ページと 12 ページの主な評価
を、「主な評価と課題」として、評価
者は誰かと、課題を記載すると良い
と思います。 

 

また、評価の文章も体言止めではな
く、評価ですので「・・・した。」と
した方が良いと思います。 

バランスをとるためにも、ま
た課題を記載することも重要
と考えます。 

 

【池内部門長】 

【資料１-１】を修正しました。 

◎企画課 

 
 
 
2 

 平成 31 年度環境創造セン
ター事業報告（中間報告）
（案）（冊子の方）には、「主
な評価」は、記載されていま
せん。 

【資料１-2】 

修正された「主な評価と課題」を、
記載して頂くと良いと思います。 

【池内部門長】 【資料１-2】p.28 に以下の内容を追加しまし
た。 

◎ 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

資料 1－3 
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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。 

 

【資料１-2】p.31 に以下の内容を追加しまし
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 ※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
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的に活用できる仕組みを構築する必要があ

る。 

 

◎企画課 

 
 
 
3 

 平成 31 年度事業成果につ
いて 

【資料１-2】 

モニタリング事業については実施
した項目は記載されているが、実施
した結果はどうであったか、という
記載が欲しい。 

県民にとってはモニタリングの結
果、環境に影響あるのか、生活するう
えで安全は確保されているかという
ことであり、その観点からの記述が
欲しい。 

 

１Ｆのデコミ（汚染水処理、燃料取
出し、デブリ取り出しなど）の進展に
伴い、住民の生活の安全に影響が及
ぶようなことがあるのかどうかは最
大の関心事項である。このためデコ
ミ全体を俯瞰してどのような懸念が
あり、それに対して（その中で）県、
ここでは環境創造センター、がどの
ような課題に取り組んでいるか県民
に対して分かりやすい資料があると
よい。 

 

（下記令和 2 年度計画についても共通
事項）。 

平成 31 年度事業成果報告に
ついては、俯瞰的に環境創造セ
ンター（以下、センター）の事
業が記載されており同センタ
ーの役割、成果を公表するよい
資料となっている。 

 

【井上部門長】 

・モニタリング実施結果の評価、特に生活の安
全確保の観点からの記述を加えることにつ
いては、国又は県の計画等に基づき実施して
いるものであり、環境モニタリング評価部会
等での評価が行われていない現時点では、分
析機関である当センターが評価を記載する
ことは差し控えたいと考えております。 

 

 

・デコミ全体の課題への取り組みについては、
今回、廃止措置に対応した中性子モニタ整備
についての記述をしております（第１の１の
②の４点目）。なお、「福島県環境放射能モ
ニタリングの方針」において、今後、土壌中
のウラン等の調査拡充を検討することとし
ていることから、検討状況を踏まえて適宜記
述等の見直しを検討いたします。 

 

◎調査・分析部(放射能調査課) 

 
4 

3 コミュタン福島 春フェス
（4 日～5 日） 

【資料１-2】 

削除 重複 

【塚田部門長】 

【資料１-２】を訂正しました。 

併せて、取組を追加しました。 

 

◎企画課 

 
 
5 

17 

 

 

常緑針葉樹林における空間
線量率の経時変化は、主にリ
ターフォールによることを

 空間線量率が、リターフォー
ルによってどのように変わっ
たか説明を加筆すること。 

ご意見について、P17 24 行目から 27 行目を
「…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
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16 示した。 

【資料１-2】 

【塚田部門長】 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…」と修正し、併せてご
指摘の部分について、「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」と修正しました。 

 

◎研究部 

 
 
6 

 説明資料全般について  図の吟味が必要なところが見
受けられる。誰を対象とした資
料であるか、図表と説明文とが
関連する資料が必要と思われ
る。 

【塚田部門長】 

意見について、成果をよりイメージしやすく
することを目的に図表を用いているところで
あるが、図表の表題や出典元を記載する等、配
慮することとしたします。 

 

◎研究部 

 
7 

28 

29 

   取組を追加しました。(p.2 に記載があり漏れ
ていたもの。) 

 

◎企画課 

 
8 

9 

10 

ＳＤＧＳやＦＮＡＡなど 

【資料１-1】 

 （）書きで説明を入れないと
分かりにくい。 

【塚田部門長】 

【資料１-２】を修正しました。 

 

◎企画課 

 
9 

12   （全〇〇校）の説明を入れて
おくと分かり易い。 

【塚田部門長】 

【資料１-２】を修正しました。 

 

◎企画課 

 
 
 

10 

 資料１－１ 

  全体 

 

 

 

 

 

記載されている図が不鮮明です。 

（特に、調査研究の事業） 

 

 

 

 

 

図で理解してもらうために
は、重要だと思います。 

又、詳しい内容がどこに記載
されているのかの出典元の記
載があれば親切かと思います。 

 

 

ご意見について、成果をよりイメージしやす
くすることを目的に図表を用いているところ
であるが、図表の表題や出典元を記載する等、
配慮することとしたい。 

◎研究部 
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情報収集・発信事業におけ
る取組 

 

教育・研修・交流事業にお
ける取組と成果（全体的に） 

全体的に体言止めの文章が多く、他
とのバランスからも文章にしてはど
うでしょうか。 

 

また、主な評価では、実施した事業
内容が記載されていて、どのような
評価をしているのかが不明確と感じ
ます。（例えば、県内小学校来館実績
の推移） 

併せて、どのように課題として受け
止めて、今後進めるのかを記載して
も良いのではないでしょうか。 

他の章とのバランスと、より
わかりやすくするため。 

【河津県民委員会委員長】 

№２のとおり、追加しました。 

 

◎企画課 

 
 
 

11 

2 平成 31 年度の主な取組 センターでは、様々な取組が行われ
るているが、P２の取組は、どこまで
記載しているのか。 

年を通しての行事が分かりづ
らいです。 

取組事項をもう少し詳しくて
も良いのではないでしょうか。 

または、別紙でも行われた行
事を月ごとにまとめるなど、ア
ピールしてはいかがでしょう
か。 

【河津県民委員会委員長】 

助言を踏まえて別紙として取りまとめる方
向で検討してまいります。 

 

◎企画課 

 
 
 

12 

5 3 モニタリングデータの一
元管理、解析・評価 

 

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 

 ～大気常時監視データ等
の管理や解析・評価を的確
に行った。 

 

 

 

もう少し、詳しく解析・評価の内容
に踏み込むことができないでしょう
か。 

 

 

 

放射能以外の項目について
も、もう少し詳しく言及するこ
とも重要と思われるため。 

【河津県民委員会委員長】 

◎調査・分析部(環境調査課) 

 

モニタリング対象としている一般環境の検
体が大気・水質等、種類が多く、解析・評価方
法も多岐にわたるため、その内容を記載するの
は難しいと考えます。  

 このため、解析・評価を含めた調査結果をホ
ームページで公表していることを追記するこ
とにします。 

13 8 1 放射線計測 

 

2020 年 4 月から避難指示
区域の一部の解除～  。 

 

 

 

2020 年 3 月から避難指示区域の一
部の解除～  。 

 

 

避難指示解除が前倒しになっ
ているため。 

【河津県民委員会委員長】 

 資料を修正します。 

 

◎研究部 
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14 

10 （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 

 

・事故から 5 年後程度のイノ
シ シ や 熊 の 環 境 半 減
期・・・・・ 

 

  

 

 

 

環境（？）半減期でしょうか。 

【河津県民委員会委員長】 

ご意見を踏まえて、「・事故から５年後程度
のイノシシや熊の筋肉中の放射性セシウムの
半減期と…」と修正することとしたい。 

 

◎研究部 

 
 
 

15 

20 （２）放射線等の生物影響評
価 

 

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。 

 

 

 

確認 

 

 

DNA 損傷量が増加が認めら
れて、変異率の増加は見られな
い・・。 

とは、どのような解釈でしょ
うか 

【河津県民委員会委員長】 

ご意見について、今回の実験結果において、
積算被ばく線量と DNA 損傷量との間に一次の
相関関係が見られたことから、今回の線量の範
囲での DNA 損傷量は DNA の自己修復能力の範
囲内であり、DNAの変異率の増加が見られない
ことを確認したものである。ご意見を受けて、
「…DNA 損傷量の増加が認められ、DNA の自己
修復能力の範囲内であることが確認された。こ
れにより…」とすることとしたい。 
 

◎研究部 

 
 
 

16 

30 第 4 教育・研修・交流  県内の全小学生の環境創造セ
ンター訪問、研修は、大きなア
ピールポイントと思いますが、
記載がほとんどないように思
われます。 

もう少し記載を考えてはいか
がでしょうか。 

【河津県民委員会委員長】 

【資料１-2】P30 の以下の内容を修正すること
としたい。 

・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 

・県内小学校における放射線教育の一環とし
ての交流棟を活用した学習を支援するた
め、学校から交流棟までの交通費補助や学
校の要望に応じた学習プログラムの提供を
行い、県内小学校の６割弱にあたる 258 校
の小学校が交流棟を活用 

 

◎企画課 
 


