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1

資料１-１



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な環境放射能モニタリングシステムの構築・運用を継続する。

・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。

・環境放射能モニタリングデータの一元管理、解析・評価及び測定機器の定期的な校正や精度管理を行う。

・原子力災害、帰還困難区域の林野火災等の緊急時における放射線モニタリング体制の構築・運用に取り組む。

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。

◎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

10,000台（令和2年11月末現在）の校

正を行った。

・県、市町村等の分析機関（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2年8月に緊急時の試料採取訓練に

参加するとともに、10月には緊急時モニ

タリングセンター（EMC）訓練、11月に

は福島県原子力防災訓練に参加し、知識・

技術等の習熟を図った。

環境試料採取（大気浮遊じん、土壌） 空間線量率マップ画面
緊急時の試料採取訓練 2



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実施した。

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

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（放流水、騒音・振動、大気質、地下水、河川水）

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（地下水汚染水質調査）
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煙道排ガス調査 猪苗代湖流入河川調査



主な評価と課題

モニタリング事業における取組③（概要）

・今後、モニタリング結果の総括とともに、「モニタリングシステムの構築」、「緊急時モニタリング体制の構築」といった事
項に関して、ソフト、ハード両面から当該年度はどのような整備・強化を図っているかという観点からの記述の拡充も検討し
てほしい。

・今後、環境創造センターとしてのモニタリングデータの適正管理の面からの記述の拡充も検討してほしい。

（２次評価（放射能モニタリング）：公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構 小山課長代理）

主な評価と課題 （２次評価（有害物質等モニタリング）：日本大学工学部 中野教授）

・引き続き正確な分析の実施に努めることが重要である。
・今後は前年度に検討課題として挙げたことに対する対応も含めて実績を記載していくようにすることが望まれる。
・モニタリング事業の成果を数量的に把握することが重要なので、今後も事業実績をできる限り件数ベースでまとめていくこと
が望まれる。

主な評価と課題 （１次評価：県環境創造センター）

・各種放射能モニタリングを計画どおりかつ正確に実施し、県のホームページ等で公表することにより、県民に速やかな情報提
供を行った。

・一般環境における調査については、計画どおりに分析を実施し、県内における環境中の有害物質等の状況について把握した。

・水質発生源監視事業等の各地方振興局が行う事業者指導に係る大気汚染、水質汚濁、廃棄物等の分析については、計画どおり
に正確な分析を行い分析結果を各地方振興局に報告することで、適正な事業者指導に資することとなった。

・猪苗代湖の調査については、計画どおりに調査を実施し、水質データを継続的に取得した。

・放射能測定機器の校正及び保守管理を行うことで測定の正確性を維持するとともに、放射能分析精度管理事業を実施し、分析
の過程を検証することでトレーサビリティを維持した。

・正確な分析を行うためには分析技術を維持することが重要であるが、令和２年度はコロナ禍にあったため、有害物質等のモニ
タリングにおいて十分な外部研修が受けられなかったことから、今後同様の状況下にあっては、遠隔研修等受講可能な研修へ
の参加を検討するなど、技術の維持に努める必要がある。

・10月に原子力災害を想定した訓練に緊急時モニタリングセンターの一員として参加することにより、緊急時のモニタリング
体制を維持するとともに、モニタリング要員の技能向上を図った。

・環境汚染事故等の緊急時体制については、実際に発生した地下水汚染事案に迅速に対応するとともに、事案発生時のモニタリ
ング体制について確認した。
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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。

・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

猪苗代湖の水質予測のため湖水流動モデル
及び粒子追跡計算モデルの構築

森林内の線量率の経年変化は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5cmまでの移行が影響

主な取組と成果

台風19号による豪雨により環境中セシウムの
見かけの半減期(実効半減期)が顕著に低下

放射能環境動態・影響評価ネットワーク共同研究拠点
○三島町地域循環共生圏推進協議会第２回幹事会

(2020.10.30)

○情報発信を推進

・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機関で学会発表延べ148件、論文投稿延べ126件の成果を上げた。
※学会発表及び論文は、共著、投稿中、発表予定等を含む

・環境情報技術を活用した地域環境創生支援手

法の開発と自治体への知見の提供をした。

○調査研究の成果の社会実装

・複数合同の部門会議や関係者を招聘した部門

会議を開催した。

○関係機関との連携による取組を推進

・４つの部門合同によるセミナーを開催し、そ

の内容をホームページに掲載するなど、情報

発信を行った。

○環境創造センター四部門合同セミナー
(2020.10.19)

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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○電解濃縮装置を用いた環境中トリチウム分析の条件検討を実施

調査研究事業（放射線計測部門）における取組と成果（概要）

・トリチウム分析法、テクネチウム99分析法等の開発を行い、検出限界値の改善等の大きな成果を得た。

・線量評価手法・モデル開発等を行い、大気や森林等における移行挙動の評価等の大きな成果を得た。

・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、より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。

（評価者：池内嘉宏 放射線計測部門長）

電解濃縮装置を使用したト

リチウム分析の条件検討を

行った。1,000 mLの試料

15 mLまで濃縮し、従来法

の検出限界値0.3-0.5 Bq/L

に対して約1/10となる0.05

Bq/Lの検出限界値を得るこ

とができた。このとき、濃

縮には約３週間を要した。

半減期が長く、環境中での

移動度が高いテクネチウム-

99に着目し、イオン交換樹

脂などを用いた固相抽出と

LC-MSやICP-MSなどの分

析装置を組み合わせた高感

度かつ迅速な分析手法の検

討を行い、15分以内の分析

時間で0.05 Bq/Lの検出下

限値が得られた。

主な取組と成果

主な評価と課題

【分析・測定技術の開発】

○液相分析手法を用いた環境試料中の微量放射性核種濃度分析手法の開発

【被ばく線量等の評価方法・モデル開発】

○森林における空間線量率変化の解析
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森林内1m高さの線量率は、

フォールアウト後2年程度

は樹冠に存在する放射性セ

シウムからの寄与が大きく、

その後の放射性セシウムの

樹冠から林床への移行に伴

い、落葉層・土壌層中の放

射性セシウムからの寄与が

大きくなった。

山林内に自生する山菜等に

ついて、調理による放射性

セシウムの除去率を調査し

た。コシアブラは、茹でと

浸水で50％以上、ワラビを

重曹であく抜きすると90％

以上、放射性セシウムを低

減できることがわかった。

○山菜等の自家採取食物摂取による内部被ばく線量評価

調理（下処理）による
山菜中放射性セシウム低減試験



調査研究事業（除染・廃棄物部門）における取組と成果（概要）

○除染後の河川敷や公共施設等における除染効果の持続性を確認

・除染効果の持続性を確認し地域住民の安心につなげたのに加え、現下の課題である仮置場原状回復へ設置前の状況に応じた対応ができた。

・得られた成果より、放射性セシウムの溶出などの挙動を予測等し、実機施設が稼働する場合の安定な運転条件の確立に貢献できる。

・当初計画通りに調査研究が進められたと評価でき、フェーズ２最終年度である次年度に向けては、いずれの研究課題についても総合的な

とりまとめが求められる。また、学会、専門誌への投稿も適切になされた。

（評価者：井上正 除染・廃棄物部門長）

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】

○仮置場跡地を畑地へ復旧する場合の技術的課題への対応策を検討

【廃棄物等の適正処理・再生利用技術の確立】

○最終処分場浸出水中の放射性セシウム濃度と他の元素濃度との

相関関係を確認
一般廃棄物最終処分場浸出

液等に含まれる放射性セシ

ウム及び各種元素濃度を測

定し、それらの相関関係を

確認した。特に浸出液にお

いて放射性セシウム濃度と

塩化物イオン濃度に正の相

関関係があることを確認し

た。
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実際の仮置場跡地を畑地

へ復旧し、その後の現地

で営農試験等を行った結

果、通常の方法に対し、

堆肥を加えることで作物

の生育が良好となる可能

性を確認した。また、現

地からの放射性物質の影

響が無いことを確認した。

除染後の河川敷や公共施設

等において空間線量率の測

定を行った。その結果、昨

年度の東日本台風後から大

きな変動がないこと、除染

の効果が持続していること

を引き続き確認した。公共

施設の測定結果は、対象自

治体の広報誌に掲載された。

減容化施設の安定運転に資

する研究において、灰溶融

処理における運転パラメー

タ（塩基度(CaO/SiO2)及

び塩素(Cl)濃度）と放射性

セシウム（Cs）揮発除去

率及び二相分離（スラグ相

と溶融塩相）の関係を明ら

かにした。

○減容化施設（灰溶融処理施設）の安定運転の検討

灰溶融処理（1,400℃）におけるCl濃度及び
塩基度と放射性Cs揮発除去率の関係

測定の様子

測定結果と将来予測の比較

復旧前の様子

復旧後の様子



○かく乱を受けた山林の放射性Cs流出率が、数年後にかく乱を

受けていない山林と同程度に回復することを明らかに

○大雨時の河川水中の溶存態放射性Cs濃度の挙動等の

再現性を向上

○イノシシ個体群の地域性をDNA解析によって明らかに

（評価者：塚田祥文 環境動態部門長）

生活圏に隣接する林内の除

染地では3年後、林野火災

跡地では2年後に放射性Cs

流出率が1%未満となり、

かく乱を受けていない山林

と同程度となることを明ら

かにした。

陸域動態モデルである

GETFLOWSにリター分解

の温度依存性を考慮した森

林コンパートメントモデル

を組み込み、溶存態Cs濃

度の大雨時の挙動や季節変

化の再現性を向上させた。

福島県内と隣接県における

イノシシのDNA解析を

行った結果、遺伝的に異な

る２系統が存在し、イノシ

シの個体群に地域差がある

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

○台風19号による豪雨により環境中Csの見かけの半減期が顕著に低下

豪雨時以降の河川水中溶存

態137Cs濃度は大幅に低下し、

2019年9月までの河川水中

溶存態137Csの見かけの半減

期と比較して大幅に低下し

たことが明らかとなった。

・将来にわたり福島県の環境における放射性物質の移行挙動と影響を明らかにし、福島県民の安心・安全な生活の醸成に資するための科学

的知見の蓄積を進めている。

・調査研究の内容について、環境創造シンポジウムや成果報告会等を通じ県民へ情報を発信している。

・今後も、農林水産業の再興や帰還判断、住民の安心・安全等に関する地域のニーズに直接応えるため、連携機関と協力して調査研究を推

進することが必要である。 8
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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、持続可能性と脱炭素を両立可能なゼロカーボン社会構想の具現化に向けて、地域ケーススタディ、シナリオ分析、研究成果の

社会実装、各地域のニーズに応える情報発信など、大きな使命を着実に果たすことを期待する。

○持続可能な地域づくりの先進事例分析と災害復興地域への展開 ○災害時の環境調査手法に関するマニュアル案を作成

○環境情報技術を活用した地域環境創生支援手法の開発と自治体へ

の知見の提供

（評価者：中田俊彦 環境創造部門長）

猪苗代湖の水質予測を行う

ための初期段階として、気

象、水文データ、湖水の流

動特性の解析結果から、湖

水流動モデルの改良、並び

に粒子追跡計算モデルを構

築した。

持続可能な地域づくりの先

進事例を調査し、施策実施

プロセスにおける特徴的要

素より20のパターンを抽

出し、冊子化した。また、

専門家レビューやウェビ

ナーを通じて、災害復興の

地域づくりへの適用可能性

を検討した。

災害時の環境調査手法の開

発を行うため、特に個人ば

く露測定に使用するペン型

セミアクティブサンプラー

について、性能と災害用吸

着剤の検討を行うとともに

マニュアル案を作成した。

新地町でつちかった地域評

価・計画手法の実装および

面的展開として、三島町の

地域循環共生圏推進協議会

における木質バイオマス利

活用設備の導入検討に対し

て、知見を提供した。

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

○猪苗代湖の湖水流動モデル及び粒子追跡計算モデルの構築

【自然豊かなくらしの実現】
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三島町地域循環共生圏推進協議会
第2回幹事会（2020.10.30）



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を収集・整理し、県民等へ分かりやすく情報発信を行う。

・調査研究に関する情報について、体型的に整理するほか、積極的かつ効果的な発信を行うとともに、研究員との対話・交
流の機会を創出し、理解促進に繋げる。

・環境回復・地域再生・環境創造に関する情報について、収集・整理するとともに、シンポジウムの開催等により成果等を
共有する機会を創出する。

・交流棟において、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・更新を行うとともに、地球温
暖化対策やSDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標（以下「SDGs」という。)）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。

主な取組と成果

◎モニタリングデータの収集・発信

・環境創造センターウェブサイトの掲載情報について、英語版のページを拡充
（予定）

・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追加等を実施

・福島総合環境情報サイト(FaCE!S)に新たな知見を追加するとともに、これま
で以上にわかりやすいサイトを目指したサイトの改良を実施

◎調査研究成果の収集・発信

・成果報告会では、口頭発表やポスター内容を動画等にてウェブサイトへ掲載

・環境創造センター３棟（本館・研究棟・交流棟「コミュタン福島」）を周遊

するイベントにて取組を発信（参加者264名）

・県内中学校への3機関が連携した出張講座により、放射線に関する基礎知識や
福島県の状況等について情報発信を実施

・「福島県環境創造センターニュースレター」や「広報みはる」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

◎環境回復・地域再生・環境創造に関する情報発信

・環境創造シンポジウムをウェブ上で開催し、テレビ会議システムを活用した

参加団体との交流を実施（予定）

・自治体と協働で開催するワークショップ等を通じて、未来志向の環境施策の推
進に関する情報発信を実施

福島総合環境情報サイト（FaCE!S）
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県内中学校での出張講座



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、ウェブサイト等を活用し、ウィズコロナに対応しながらわかりやす
く情報発信した。

・環境創造センター周遊イベントでは、研究成果や三機関の取組を研究員等との対話・交流により情報発信した。

・新規展示コンテンツの整備によりSDGsや地球温暖化などの世界的な潮流を踏まえた学習プログラムを提供した。

・交流棟の来館者数は、前年度比約45％、約３万８千人（令和２年12月末現在）であり、大きく減少した。

・調査研究の取組や課題について、より一層情報発信していくことが必要である。

・特に県外、海外の方へ今後の来館につながるようウィズコロナに対応した効果的な情報発信手段をさらに検討する必要がある。

・県内の情報発信施設と密に連携し、互いの館運営能力を向上させるための取組を進める必要がある。

主な取組と成果

◎交流棟「コミュタン福島」における取組

・国立環境研究所が開発した「福島プロジェクションマッピング3Dふくしま」を展示室

に整備し、デジタル地球儀「触れる地球」と併せて地球温暖化に関する学習コンテン

ツとして活用

・交流棟の情報について、オンラインコンテンツ「おうちdeコミュタン」を公開

・環境創造シアターにおいて国立科学博物館のオリジナル番組「深海」の上映を開始

（１次評価：県環境創造センター）
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「福島プロジェクションマッピング ３Ｄふくしま」

主な評価と課題 （２次評価：福島県消費者団体連合会 田崎事務局長）

・コロナ禍で来館が難しいという課題解決のため、ウェブサイトの活用や動画配信など利用促進が図られた。
・インターネットでの発信はますます重要である。さらに、地元紙や地元の広報誌などは多くの人の見てもらえるし、地域で
の理解促進にも繋がる。これからも積極的に情報発信していくべき。

・コミュタン福島へのリピーターを確保するためには、リニューアルが必要ではないか。
・他施設や観光スポットなどとコミュタン福島を周遊するモデルコースを提示するとよいのではないか。
・「おうちdeコミュタン」は良い取組なので、もっと周知すべき。

また、家庭でもコミュタン福島での学びが得られるような動画などを増やしていくとよい。



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）

・放射線や環境教育に関する学習活動の実施・支援のため、効果的な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、様々な対象に向け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、県民や非営利
団体（NPO）（以下、「NPO」という。）等の交流を図る。

主な取組と成果

◎放射線等に関する学習活動への支援

・県内小学生における学習を支援するため、ウィズコロナに対応した交通費補助の

拡充や要望に応じた学習プログラムの提供を行い、県内全小学校の４割強にあ

たる191校が交流棟を活用

・交流棟展示コンテンツを活用し、オーストラリアのパース日本人学校へのオン

ライン授業を実施

◎環境の回復・創造に関する研修等の開催

・各年齢層を対象とした人材育成講座「コミュタンサイエンスアカデミア」、

「ふくしまサイエンスコミュニケーター養成講座」を開設

・本県の環境回復・地域再生・環境創造等について、県内高校生のメッセージに

より県内外へ広く発信するための人材育成講座「ふくしまナラティブ・スコ

ラ」を開設し、講座の集大成として、プレゼンテーション大会を開催（県内

のみならず、県外（全国）メディアでも紹介）

・河川水環境保全への意識醸成を目的としたせせらぎスクールの指導者を養

成する講座を実施するとともに、関係団体へ必要な資材を提供

・猪苗代・裏磐梯湖沼群の水環境保全や野生生物との関わりについての意識醸成

を目的とした環境学習会やクイズラリーを猪苗代水環境センター及び野生生物

共生センターにおいて実施（学習会：延べ10日で322名が参加）

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

ふくしまナラティブ・スコラ

せせらぎスクール指導者養成講座
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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

◎県民・ＮＰＯ・関係機関等との交流

・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、各構
成団体の取組について情報共有等を実施した。

・環境創造センター周遊イベントや環境創造シンポジウム（予定）にて、研究員等や

出展者との交流の場を提供した。

・東日本大震災・原子力災害伝承館やリプルンふくしまの運営スタッフと運営状況等に
ついて情報共有を行った。

・来館小学校の割合（県内全小学校に対する割合）は43.0%であり、昨年度の56.3%と比較し大きく減少した。

・各年齢層を対象とした講座においても福島に関する情報等を効果的に発信できる人材等を育成するとともにその受講生に
よる情報発信を行った。

・各種研修会や講演会、専門家派遣等を行い、県民の環境保全へ意識醸成を行った。

・原子力災害から10年が経過し、記録について状況が変化していることやSDGsなど世界潮流の変化を踏まえた学習プログ
ラムの提供と展示案内を進める必要がある。

・コロナ禍においても、来館者に安全に利用していただくための感染防止対策に万全を期す必要があるほか、ウィズコロナ
に対応した県民等との交流手法についても検討する必要がある。

環境創造センター周遊イベント

（１次評価：県環境創造センター）

13

・コミュタン福島については、展示も学習プログラムも進化しており評価できる。
また、人材育成等にもしっかり取り組まれている。今後はより「攻める姿勢」で取り組んでいってほしい。

・放射線に関する基礎知識を身につけるためには、小学生の時だけでなく、中学生になってからも来館してもらえるようにしな
ければならない。そのための呼び掛けや学習プログラムの開発が必要。

・中学校の来館を促進するためには、SDGsや触れる地球を活用した学習プログラムが必要。
・県内高校の来館実績を少しずつでも増やしていく必要もある。
・訪問した学校数だけではなく、学校へのアンケート結果を指標とすることもできるのではないか。

主な評価と課題 （２次評価：田村市教育委員会 飯村教育長）
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総合的な事業評価と課題

14

総合的な事業評価と課題

環境創造センターでは、放射性物質により汚染された環境の回復及び県民が将来にわたり安心して暮らせる環境の創造のため、中長期取
組方針の基本的考え方を踏まえ、３機関連携の下、「モニタリング」、「調査研究」、「情報収集・発信」、「教育・研修・交流」の４つ
の事業を推進した。

モニタリング事業における有害物質等モニタリングでは、 計画どおり実施することができた。 放射能モニタリングでは、概ね滞りなく、
事業を実施することができた。一方で、新型コロナウィルスの影響により、従来受講していた対面での分析研修を受講できないなどの課題
もあった。

調査研究事業では、環境回復・環境創造に関する課題解決に向けて、４部門において調査研究に取り組んだ。また、今年度は新型コロナ
ウィルスの影響により、関係機関との意見交換に苦慮したが、一方で新たに４部門合同によるセミナーを開催するなどこれまで以上に成果
の発信と行政機関等との意見交換を行うことができた。

情報収集・発信事業では、ウェブサイトへの動画掲載などにより研究成果発表会を実施するとともに、感染防止対策を徹底した上で、三
機関の研究員等と県民等の対話・交流による情報発信を行うなど、ウィズコロナに対応した取組を行うことができた。

教育・研修・交流事業では、ウィズコロナに対応に対応した「コミュタン福島」までの交通費補助の拡充を行うなど小学校の来館促進に
努めた。また、各年齢層の人材育成講座を実施することにより福島に関する情報等を強い説得力を持って発信できる人材等を育成するとと
もに、その取組をメディアで発信し、環境創造センターの認知度を高めることができた。

新型コロナウィルスの影響により、各事業計画の変更等を余儀なくされたが、感染防止対策の徹底や「新たな生活様式」に対応した展開
により着実に事業を推進することができた。今後とも、ウィズコロナ時代に対応しながら課題解決に向けて各種の取組を進めていく。

また、次年度はフェーズ２の最終年度となることから、フェーズ２全体を通した成果についてとりまとめるとともに、広く県民等へ発信
していく必要がある。

フェーズ２に掲げる事業方針（４事業全体）

東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故から９年以上が経過する中、避難指示の解除が進むなど、福島の復興及び再生に
向けた取組は着実に進展している。

そのような中で、福島の復興及び再生をさらに進め、県民が地域に愛着を持ち、豊かさの実感を持って安全で安心して暮らせ
る生活環境を実現するためには、科学的な知見に基づく措置が講じられることが重要である。とりわけ、放射性物質に汚染され
た環境の回復と新たな環境の創造に関しては、廃炉・汚染水対策、避難地域の再生、風評・風化対策、持続可能な地域環境創生
等を始めとした取組が中長期に及ぶことから、引き続きモニタリング及び調査研究を推進して科学的な知見の充実を図ることが
必要である。

また、これらに関する正確な情報について、県民はもとより国内外に向けて継続的かつ効果的に発信するとともに、環境に関
する教育・研修、社会との交流等を実施することにより、県土の環境回復・創造に関する理解の促進に資することが重要である。

このため、三機関における連携を一層強化するとともに、県庁関係各課、研究機関、NPO等の協力を得ながら、モニタリング、
調査研究、情報収集・発信、教育・研修・交流の４事業を粘り強く進める。


