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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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令和２年度の主な取組 

 

年 月 取 組 内 容 

令和２年

７月 

水環境センター環境学習会（全６回）初回開催（19 日） 

ふくしまナラディブ・スコラ２０２０（全９回）初回開催（26 日） 

８月 

コミュタンサイエンスアカデミア（全 12 回）初回開催（２日） 

野生生物共生センター環境学習会（全４回）初回開催（９日） 

ふくしまサイエンスコミュニケーター養成講座（全 12 回）初回開催（９日） 

コミュタンサイエンスラボ（13 日～16 日） 

９月 コミュタンフェスティバル in Autumn（21 日） 

１０月 コミュタンミライラボ（18 日） 

１１月 ラボ 5h-5E の秘密（環境創造センター３棟周遊イベント）（23 日） 

１２月 

環境創造センター研究成果報告会（Web 配信）（３日） 

理科自由研究発表会 at コミュタン福島（５日） 

理科自由研究発表会 at コミュタン福島 作品展示会（５日・６日） 

「地球の時間、ヒトの時間-アト秒から 46 億年まで 35 桁の物語-」in コミュ

タン福島（19 日～１月 17 日） 

令和３年 

２月 
IAEA 協力プロジェクト 2021 年２月会合（１日～10 日） 

３月 

第４回環境創造シンポジウム（Web）（７日） 

環境創造センター県民委員会開催（８日） 

コミュタンフェスティバル（21 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。 

 

令和２年度も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３年度））及び「令和２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」

に基づき県が定める環境放射能モニタリング、県が定める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、県庁関係各課の指示により着実に実施した。 

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

基づき県が定めたモニタリング計画により、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・可搬型モニタリングポスト

（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。）

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 300地点、集会所等約 2,630地点、児童福祉施設等約 570地

点、学校等約 1,630 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「令和２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 15 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 42 地点（中性子線量率 3 地点を含む。）、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。 

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
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たほか、県内 12 か所のモニタリングポスト（うち１か所は停止中）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、公益財団法人日本分析センターが実施する精度管理事業に

参加し、約 20種類の試料について分析を行い、概ね良好な結果を得た。 

④ 県民ニーズに対応したモニタリングの実施【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、空間線量率を延べ 34 地点、

大気浮遊じん６検体、地下水等 127 検体、減容化施設の排ガス４検体の放射能濃度を

調査した。 

・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、空間線量率を延べ 10 地

点、大気浮遊じん４検体、地下水等 10検体の放射能濃度を調査・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、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、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】 

・原子力規制庁の受託事業として継続的なモニタリング実施した。（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

施した。 

・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し

た。 

 

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】 

⑴ 大気汚染に関する調査分析 

・一般環境調査として、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）等の測定を実施すると

ともに、有害大気汚染物質モニタリング調査を２地点で、酸性雨モニタリング調査

を３地点で、アスベストモニタリング調査を６地点で実施した。また、発生源対策

として煙道排ガス調査 2件を実施した。 

⑵ 水質汚濁に関する調査分析 

・一般環境調査として、「令和２年度水質測定計画」に基づく地下水の水質分析を約

200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、発生源対策として、約 210 工場・事業場の排水の分析、５ゴルフ場の排水中

の農薬の分析などを実施した。 

⑶ 騒音・振動に関する調査分析 

・騒音・振動に関する環境調査は基本的に市町村が実施しており、当センターはその

支援として９市町村に対し測定機材の貸し出しを実施したほか、自らも福島空港周

辺航空機騒音調査を４地点で年４回実施した。 

⑷ 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 28 か所において実施し、pH、BOD や各種有害物



 

- 5 - 

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 179検体の検査を実施した。 

⑸ 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 19 施設について調査・分析を実施し

た。また、環境省委託による化学物質環境実態調査を港湾３地点及び河川１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１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。 

・広野 IGCC 発電所立地に伴う環境影響基礎調査として、楢葉町１地点で１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】 

・猪苗代湖及び流入３河川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を６地点で、大腸菌群数超過対策調査を７地点で、猪苗代湖全

湖水面調査を 54 地点で、湖沼における難分解性有機物調査を７地点で実施した。 

 （https://www.fukushima-kankyosozo.jp/download.html） 

 

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、県

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、環境放射線センター、県庁及び発電所周辺の 13 市町村に

配備した大型表示装置やホームページ（PC 版及びモバイル版）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】 

・関係機関との連携により、大気汚染、水質汚濁、騒音、化学物質等に関する調査分析

結果、大気常時監視データ等の管理や解析・評価を実施した。 

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 1,382 台及び個人線量計 8,675 台（計 10,057 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、計 23 機関の参加を得て、放射能分析精度管理事業を実施し

た。具体的には、あらかじめ調製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た。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

情報交換を行った。（予定） 

④ 正確な測定技術の確保 

・例年、環境省環境調査研修所における分析研修を受講し、分析技術の向上を図ってき

たが、令和２年度は新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止対策の関係上、例年ど

おりに受講することができなかった。 

 

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２年８月 11～12 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２年 10月 27～28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・実動訓練に

参加するとともに、11 月 25 日、同じ事故を想定した福島県原子力防災訓練に参加し、

緊急時モニタリングに係る知識・技術等の習熟を図った。 

② 大規模火災対応訓練【JAEA】 

・令和２年 10 月９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「令和

２年度避難指示区域内における大規模火災対応訓練」に消防隊員及び消防車両のスク

リーニングの支援対応として参加した。 

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２年度は工場を原因とする地下水汚染において、周辺住民の健康被害防止のた

め、約 150検体の地下水の水質検査を実施した。 

 

◎ 主な評価と課題 ＜１次評価：福島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。 



 

- 7 - 

・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。 

・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。 

 

◎ 主な評価と課題 ＜２次評価（放射能モニタリング）：小山吉弘氏（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 福島オフィス 課長代理）＞ 

 

・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。 

  

◎ 主な評価と課題 ＜２次評価（有害物質等モニタリング）：中野和典氏（日本大学工学

部 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。 
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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 の三機関で調査研究を進めた。各部門においては、部門ご

とに開催するセミナー等において、関係機関を招聘しての情報発信・意見交換を実施し

た。特に本年度は、新型コロナウイルスの影響を受け部門会議は web 会議による開催が増

え、合同の部門会議や一堂に会しての会議が少なくなるなど意見交換に苦慮したものの、

10 月には４部門合同によるセミナーを県や市町村の担当部局を交えて開催することができ

た。この４部門合同セミナーは令和元年東日本台風をテーマとして、口頭発表やポスター

発表により成果を発信するとともに、県や市町村の担当部局と意見交換を行った。また、

令和元年東日本台風に対して、福島県、JAEA、NIES が連携して取組んだ調査研究成果につ

いてはインターネットを活用して発信した。例年開催している環境創造センター成果報告

会については、今年度は新型コロナウイルスの影響を考慮し、従来の形式ではなくインタ

ーネットを活用した形式で情報収集・発信事業と連携しながら発信した。 

学会への参加も web が主となり、三機関合わせて学会発表 148 件、論文投稿のべ 126 件

（共著、投稿中、発表予定等を含む）の成果を上げ、その一部は、自治体において検討資

料として活用されるなど行政施策に貢献したほか、新聞報道等でも取り上げられ県民に広

く周知が図られた。 

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 



 

- 9 - 

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でいる。 

「分析・測定技術の開発」においては、トリチウム電解濃縮装置を用いて、1,000mL の水

試料を 15mL まで、３週間かけて濃縮し、検出下限値 0.05Bq/L を得た。この値は線量評価

上、十分に満足できるものである。トリチウムの OBT 分析については、２週間の前処理

で、検出下限値は 1Bq/kgを得た。ICP-MS を用いたストロンチウム 90 の迅速分析法におい

て、50mL の水試料について分析時間 20 分で、検出下限値 0.9Bq/L を得た。また、窒素ガス

混合により感度を向上させ、骨に含まれるストロンチウム 90の検出下限値は 20Bq/kg とし

た。テクネチウム 99 分析においては、イオン交換樹脂を用いた固相抽出法等により、テク

ネチウムを分離し、検出下限値を 0.05Bq/L 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、各分析法について、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ことが必要である。また、人が摂取する試料に含まれる

ストロンチウム 90 については、線量評価を行う上で、検出下限値をもう一桁下げることが

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た。また、令和元年の台風の影響評価

に用いられた。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、福島県全体を対象に統合化及び

経時変化マップを作成し、妥当性を評価した。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 までの移行が影響している

ことがわかった。野生きのこの菌根菌を分析した結果、種ごとに移行経路が異なることが

わかった。コケ類について、放射性物質の沈着及び飛散挙動を評価した。生活圏の山林で

採取した山菜類の調理等による放射性セシウムの除去率は、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％以上であることがわかった。生活圏におけ

る大気調査では、飯舘村の大気中放射性セシウム濃度は 0.01～0.1mBq/m3 の低い値で推移し

ていることがわかった。これらの開発や知見は、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、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こと必要が

ある。 

このように、放射線計測部門では、トリチウム、ストロンチウム 90 等の分析法の開発、

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、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。 
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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て、約 1,000 mL の試料(純水)を約 15 mL まで濃縮し

た際にかかった時間は約３週間、検出限界値は 0.03～0.05 Bq/Lであった。 

・トリチウム電解濃縮装置を使用した分析について、IAEAとの相互比較分析を実施した

(予定)。 

・トリチウム電解濃縮装置を用いて、海水の分析を行った(予定)。 

・OBT分析法を用いて、海産魚の分析を行った(予定)。 

・無人航空機(UAV)を用いた空間線量率測定法を確立した。 

・ICP-MSを用いた Sr-90の迅速分析法について、福島県の装置において水試料を分析し

た際の検出限界値を評価した。50mL の水試料の場合、分析時間は 20 分、検出限界値

は 0.9Bq/Lであった。 

・歩行サーベイ技術について、「里山再生事業」等での空間線量率測定に活用され、住

民が安心して利用できるような環境づくりの推進に寄与した(予定)。 

・歩行サーベイ技術を用いて、川俣町における事故由来の放射性セシウムによる空間線

量率への寄与率を 43～67%と評価した。 

(2) 放射性物質分析技術の高度化【JAEA】 

・ICP-MSを用いた骨中 Sr-90の分析手法の改良として、窒素ガス混合などにより感度を

向上させ、20 Bq/kg の検出下限値が得られた。 

・I-129や Tc-99について、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、Tc-99 につい

ては、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。 

・OBT 分析の開発手法については、２週間程度の前処理で、1Bq/kg の検出下限値が得ら

れた。 

・分析結果の迅速かつ継続的な情報発信に寄与するため、福島沿岸域の魚介類の OBT や

Sr-90の分析結果を関係機関に報告した。 

 (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】 

・原子力規制庁・内閣府の受託事業の一環として、継続的なモニタリング及び被ばく評

価を実施し、令和２年度モニタリングデータの取得と公開及び過去からの変化傾向の

定量的データを取得した。 

・原子力規制庁受託事業の一環として、継続的なモニタリングまた変化傾向を評価し、

令和２年度の海洋モニタリングデータ取得と取得したデータから考察した令和元年度

の台風の影響について解析評価結果を取得した。 

・無人機によるフィールドモニタリングデータを取得し、機械学習手法の開発経緯を論

文化し、機械学習手法による無人ヘリの測定結果の信頼性の向上について定量的な解

析データを取得した。 

・JAMSTEC との共研により、サンプリングにおける船体位置保持に関する特性データを

取得した。 

・過去のモニタリングデータを解析し今後のモニタリング計画改定のための提言をまと

め、サンプリングポイントの重要性を判断するためのランク分けデータを取得した。 

・現場データを取得し、内部被ばく量評価を実施し、300 以上の行動パターンにおける

被ばく評価結果を取得した。 
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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】 

・福島県全域を対象として、事故直後から令和２年 12 月までの統合化マップ及び経時

変化マップを作成し、妥当性評価を行った(予定)。 

・飯舘村を対象とし、村が独自に設置するモニタリングポストのデータの有無による

解析結果の違いを比較検証した(予定)。 

・研究成果の公表について検討し、公表に際して、解析の終期を事故から 10 年となる

令和３年３月までとし、公表するマップにタイムスライダー表示を取り入れること

等を検討した。 

(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が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。平成 28 年、平

成 29年頃には、５cm深さまでの土壌層からの影響が支配的であることがわかった。 

・渓流魚の再評価の結果、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

いるという既存の考察が妥当であることを確認した。野生きのこのうち菌根菌デー

タの分析の結果、種ごとに移行経路が異なる可能性が推察された。 

 (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】 

・過去に取得したコケバッグモニタリング結果から、候補種間の放射性 Cs 濃度比較、

ダストサンプリングとの比較評価を行い、国際論文誌用に成果を取りまとめた。 

・複数のばく露期間によるコケバッグモニタリングの結果を得て、気象条件の違いに

よる放射性 Cs濃度への影響評価を実施した。 

・屋内外で培養しているコケの成長速度に差異がみられた。成長速度の評価は継続実

施中である。 

・溶解試験と電子顕微鏡分析を組み合わせた方法の適用により、鉱物に吸着した Cs 粒

子と、Cs 含有微粒子の判別が可能となる見通しを得た。地衣類等の生物試料への適

用を実施中である。 

・地衣類等が捕捉した飛散物と同程度のマイクロオーダーの微小試料について、電子

顕微鏡と ToF-SIMS で同一試料分析が可能となる前処理法を確立した。質量情報等を

組み合わせた捕捉粒子の物理化学特性の評価を実施中である。 

・地衣類中の Cs や他アルカリ金属がイオン状であった場合、地衣類表面の皮層で分泌

される代謝物が形成するアルカリ金属との錯体が高い結合安定性を示すことによっ

て、金属の保持に貢献することを明らかにした。生物指標材料の沈着評価を行う手

法の一つとして、量子化学計算の適用可能性を示した。 

・同一生育条件下の地衣類・樹皮において、ガンマ線測定、表面線量率の計測、電子

顕微鏡分析、オートラジオグラフィを組み合わせることで、事故から時間経過後も

地衣類の方が樹皮よりも有意に放射性 Cs 量が高いことを明らかにした。さらに放射

性 Csの分布の違いから、地衣類は樹皮と異なり、組織中に強く Csが結合される化学

状態で存在（蓄積）している可能性が示唆された。国際論文誌用にこれらの成果を

取りまとめた。 

・LIDAR システムを野外で組み立て、観測が可能となる手法を整備し、大気中の粒子を

観測できる見通しを得た。また、同システムをアウトリーチ活動に適用した。 
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・日隠山の登山道および周回ルートの線量率データについて、地理情報システムを用

いた解析を行った。標高や方位による線量率特性の評価を実施中である。 

 (4) 生活圏における放射性物質のばく露評価【NIES】 

・コシアブラ、タラノメ、フキノトウは、茹でと浸水により、放射性セシウムを 5割以

上除去でき、ワラビの重曹を用いたあく抜きでは、９割以上除去できることが示さ

れた。 

・現在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。旧居住制限区域の一部地区で４月初旬に実施された野焼きに

関し、作業中の内外部被ばく線量の評価、周辺大気観測、植物体燃焼実験による放

射性セシウムの大気放出量の推計や灰からの放射性セシウムの溶出率の推定を行っ

た。野焼き作業に伴う内外部被ばくは、通常の被ばく線量に対してほぼ寄与しない

と考えられた。放射性セシウムの溶出率は２％程度、揮散率は２割程度と推定され

た。震災後に建て替えられた３軒の住居内の室内じんの放射性セシウム濃度は、建

て替え前の住居と比較して低減しており、一時的な上昇を除き、１Bq/g 程度で推移

していた。 
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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）＞ 

 

除染・廃棄物部門では、中課題「除染等に関する継続的な技術支援」については、①放射性

物質対策の効果持続性の把握、②環境回復のための除染シミュレーションに基づいた除染支

援、③除去土壌等の保管等に係る適正管理手法の確立の３課題を実施した。①では河川敷や公

共施設等における空間線量率のモニタリングを継続して実施しており、令和２年度の結果から

は、これら施設において自然災害後も含めて線量率の上昇は見られず、除染の効果が持続して

いることが確認でき、またこれら成果を対象自治体の広報誌等で発信することにより、地域住

民の安心につなげることができた。②についてはシミュレーション手法を技術報告書として公

開することにより、今後起こりうる事故時に対応することが可能となった。除染支援ツールと

して今後の帰還困難区域の除染に利用されるよう、引き続き運用していくことが求められる。

③については保管から７年程度経過した仮置場資材であっても、中間貯蔵施設への輸送時にお

ける十分な耐久性があることが評価でき、仮置場の安全・安心感の醸成に寄与した。また仮置

場の原状回復が現下の課題となっており、放射線安全と同時に環境保全も含め農地、山林等仮

置場設置前の状況に応じた復帰への対応ができた。またこれらの対応には所有者の意向を踏ま

えることが必要とされる。 

中課題「廃棄物等の適正処理・再生利用技術の確立」では、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、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、③

廃棄物処理施設等における放射線影響評価についての安全性評価、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、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を実施した。①では処理、処分にあ

たって混合剤混練により放射性物質の溶出が抑制できることが分かったが、更なる溶出抑制に

向けての技術改良、開発が求められる。②と③では焼却灰などの溶融資源作物のメタン発酵、

木質チップとバークの燃焼発電における、放射性セシウムの各媒体への分配、溶出などの挙動

を把握・予測し、それら技術の実機施設が稼働する場合に安定かつ完全な運転条件の確立に貢

献できる。また令和元年東日本台風により発生した災害廃棄物について、仮置場での空間線量

率の測定を行うなど、災害廃棄物適正処理に貢献した。今後も異常気象時に発生する廃棄物に

ついて留意が必要である。④では汚染廃棄物の流れ(各過程、量)を把握して放射性廃棄物の蓄

積しやすい場所の特定に努めるとともに、放射線被ばくに対する留意が必要であり、今後も継

続しての評価が求められる。⑤では低汚染廃棄物の処分や長期貯蔵時における放射性セシウム

の溶出挙動を把握し、改質剤添加による抑制効果の確認や挙動把握による長期管理手法が提案

できるようになった。今後は更なる知見を収集し管理手法の確立や高度化が求められる。 

以上、令和２年度の成果を評価したが、上記２中課題について当初計画通り進められたと評

価でき、フェーズ２の最終年度である次年度にむけていずれの課題についても総合的な取りま

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と評価する。 
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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】 

・南相馬市の河川公園においては、台風通過後の空間線量率の変化は概ね放射性物質

の物理減衰と同程度のペースで変化していた。 

・公共施設においては空間線量率の上昇はみられず、除染の効果が持続していること

を確認した。また、３年後予測値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。この測定結果は、対象自治体の広報誌に掲載された。 

(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】 

・除染シミュレーションの利用マニュアル（研究開発報告書類）を機構ウェブページ

に掲載した。 

(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】 

・実際の仮置場で７年程度遮光保管されていた除去土壌等保管容器を対象に引張強度

試験を実施した結果、耐候性大型土のうマニュアル基準値（240[N/cm]）を全て上回

っており、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

（予定）。 

・仮置場資材の化学分析を行った結果、容器の高分子の構造に変化が生じているこ

と、その領域が偏在していることが判明した。 

・実証試験として、実際の仮置場跡地を対象とした畑地への原状回復作業及びその後

の現地調査を実施した。 

・実証試験において、放射性物質の挙動調査を行った結果、作業実施前、作業実施

後、その後の経過観察の期間において、現地の空間線量率に有意な変化は見られな

かった。また、現地で営農試験を行った結果、通常の畑地へ回復した場合に比べ、

堆肥を加えた場合の方が作物の生育が良いことが確認できた（予定）。 

・仮置場原状回復後の土地について、水田や畑地、山林等の土地利用の種類に応じた

放射線影響評価を行い、評価体制を構築することができた。評価の結果、最も影響

が大きいのは、仮置場跡地を居住地とする場合であった。また、除去土壌等の一連

の管理フローにおける放射線影響評価のとりまとめの方針を決定した（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】 

・ゼオライト、酸性白土及びバーミキュライト等の粘土鉱物を混練することで、飛灰

からの放射性セシウムの溶出を大幅に抑制でき、高塩濃度下であっても、粘土鉱物

の長期的な放射性セシウム捕集能力は一定程度あることを明らかとした。 

・一般廃棄物埋立処分場覆土材がセシウム吸着することが示され、また、使用されて

いる覆土材の土質により、その能力に差があることを明らかにした。 

(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】 

・回転式表面溶融炉を想定した灰溶融実験を行い、操作条件と放射性セシウムの揮発

除去率等を体系的に明らかにした。本成果は、灰溶融処理施設の効率的運転に活用

される。 

・資源作物のメタン発酵に関する研究では、ジャイアントミスカンサスを栽培し、メ

タン発酵による分解と放射性セシウムの植物体からの溶出性を検討した。発酵によ

る固形分の分解率が低く、また、放射性セシウムの溶出量も小さいことが明らかと

なった。本成果は浜通りのバイオマス利活用の検討において有用な技術情報とな

る。 
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・木質バイオマス発電に関する研究では、実機調査により、安定セシウムの挙動を明

らかにした。また、樹種ごとにバーク、木質チップ等の元素組成及び融点を測定

し、燃焼方式ごとに安定運転するための混焼条件を提示した。本成果は、木質バイ

オマス発電施設導入の検討に活用される。 

・一定の条件の炭酸 Ca 結晶粒子を充てんしたカラムを用い、ストロンチウムを炭酸 Ca

と共晶析させることで、地下水中のストロンチウム濃度１μM から連続的に 95%以上

の効率でストロンチウムを除去できる可能性を示した。 

・環境放射能除染学会の研究会の成果をまとめ、同学会研究発表会パネルディスカッ

ション（web 開催）で概要を報告した。また、成果は報告書として学会から発行し

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】 

・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、放射性セシウム濃度と元素濃度の相関関係を確認した。さらに、その測定結果

を用いて、放射性セシウムの移行挙動を模したモデルを作成した。 

・プラントメーカーと共同開発した流動床式ラボ用燃焼炉で放射性セシウム濃度の異

なる（例：100Bq/kg、300Bq/kg、500Bq/kg）木材・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(XRF 試

験)・鉱物組成(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。 

・流動床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(100Bq/kg

以下)の木質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かぎ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。 

 (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、震災以前の平成 22

年（2010年）度から平成 27年（2015年）度までの発生地の空間線量率毎に建設系産

業廃棄物の処理処分に伴う放射性セシウムの移動量を示した。 

・福島県内のバイオマス発電を想定した木くずの有効利用や処理処分に伴う作業者の

追加的な被ばく線量は、放射性セシウムが濃縮する焼却残渣の運搬等においてはバ

ックグラウンドと比較して無視できないと考えられる一方、他の作業工程では十分

小さいと考えられることがわかった。 

・また、放射能汚染廃棄物の測定管理手法の検討については、イメージングプレート

測定により得られた低密度汚染廃棄物の輝尽発光強度（PSL）積分値から、放射性セ

シウムの除去効率を定量的に評価できることを示した。また、部位別の除去効率の

評価も可能とした。 

 (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】 

・改質剤の添加によって放射性セシウムや汚濁成分の溶出が抑制されることがライシ

メーター試験によって明らかとなった。また、吸着試験は、少なくとも Ceq/C0（平

衡濃度÷初期濃度）が 0.1～0.9 の範囲で実施する必要があることが分かったが、そ

れだけでは不十分であり、初期濃度や液固比についても、ある一定の条件を満たす
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必要がある見込みであり、現在、検討している。 

・文科省英知事業の成果を取りまとめ、コンクリートのセシウム、ストロンチウムに

よる汚染の基本挙動について原子力学会で７編を連続発表した。関連論文投稿 3編が

進行中。さらに基礎研究として、セメント水和物やジオポリマーとセシウムの相互

作用に関して量子化学計算、分子動力学計算により得た結果をそれぞれ論文化し

た。 

・アルカリ骨材反応の将来予測のための試験法は国際学会規準化のため、国際誌に投

稿中である。 

  



 

- 17 - 

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 教授）＞ 

 

本部門では、環境中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、

フェーズ２（令和元年度～令和３年度）では「移行挙動評価」「移行モデル」及び「生態

系への影響把握」の中区分課題を設定し、三機関が 12 の個別テーマで調査研究を進めてい

る。 

「移行挙動評価」では、放射性 Cs の陸域での移動や陸域から海洋への移行を見積もるた

め、森林から河川・ダム等を経て河口域に至る定量的な評価に向けた研究を実施してい

る。森林からの放射性 Cs 流出観測の結果、林内除染や林野火災といったかく乱を受けた山

林からの放射性 Cs 流出率は、かく乱の数年後にはかく乱を受けていない山林と同程度に減

少し、回復することを明らかにした。コナラ、アカマツ、スギの各部位中放射性 Cs 濃度変

化に関するデータを取りまとめた結果、樹皮での低下傾向は維持されるが、材では明瞭な

変化が見られず、動的平衡状態に達している可能性が示された。中通り・浜通り地域での

河川観測によって、河川水中の懸濁態・溶存態放射性 Cs 濃度は引き続き低下傾向を示して

いることが確認された。河川・ダム水においては、懸濁態よりも溶存態の放射性 Cs 濃度の

低下が小さく、特に河川よりもダムにおいてその傾向が顕著であることが分かった。台風

19 号による豪雨によって河川水中の溶存態放射性 Cs 濃度が大きく低下し、豪雨前に比べ見

かけの半減期（Effective half-lives）が顕著に低下した。河床堆積物中の Cs 吸着量の調

査によって、鉱物種毎に吸着量が異なることが明らかとなり、含有鉱物の風化段階の違い

がその原因として考えられた。淡水魚に関する調査から、陸生生物を多く捕食する魚の放

射性 Cs 濃度が高い傾向にあることが示された。このほか、土壌の腐植層が、コシアブラの

ほかにタラノメの放射性 Cs 濃度上昇にも寄与する可能性が認められた。 

「移行モデル」では、福島における河川の出水に伴う放射性 Cs の生活圏への移流など、

長期的な濃度、移行量などの変動や予測のため、モデルを構築し、パラメータを整備して

いる。その中で、陸域動態モデルに森林コンパートメントモデルを組み込み、大雨時の河

川水中の溶存態放射性 Cs 濃度の挙動や季節変化の再現性を向上させた。また、ダム湖内の

水平方向輸送や鉛直混合を解析・予測するモデルを構築し、ダム湖水中放射性 Cs 濃度の季

節的な変動を確認した。これらの最新の研究成果は、根拠情報 Q&A サイトのコンテンツに

取り込み公開した。 

「生態系への影響評価」では、野生動物の体内における放射性核種の動態解明に向けた食

性や行動等の調査を行うとともに、避難指示区域周辺における野生生物の野外モニタリン

グ調査や、野生生物の遺伝子等に対する環境中放射線の影響の評価に取り組んでいる。令

和２年度には、福島県内と隣接県におけるイノシシの DNA 解析を行い、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性があることを明らかにした。また、モデル植物

シロイヌナズナの培養細胞を用いて放射線ばく露を行い、低線量率（約 0.1 µSv/h）と高線

量率（約 10 µSv/h）においてゲノムの突然変異割合に違いが見られないことを確認した。

さらに、震災前に野鳥調査が実施された場所で再調査を行い、震災前後において比較が可

能なデータを取得した。 

環境動態部門では、当初の計画に基づいて着実に調査研究を進展させており、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。これらの内容について

は、定期的な部門会議・セミナーによって情報共有を行い、環境創造シンポジウムや成果

報告会、環境創造センター年報、ホームページ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、アンケートで頂いた意見などを今後の研究方針へ反映し、連携機関と協力して推

進する。 
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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。加えて、口太川流域に

おいても TODAM モデル適用に向けたデータ収集を進めた。さらに、懸濁態放射性セシ

ウムの負荷源を明らかにするために、河川を流れる懸濁物質の特性把握を進めた。 

・阿武隈川水系及び浜通りの主要河川におけるモニタリングの結果、昨年度までに得ら

れた結果と同様、本年度も河川水中の懸濁態・溶存態放射性セシウム濃度が低下傾向

を示していることが確認された。加えて、極まれに採取される高濃度の放射性セシウ

ムが検出された浮遊砂試料に対して、不溶性放射性セシウム粒子の有無を簡便に判定

する手法の確立を進めた。 

・山林火災跡地における放射性核種の動態調査を継続し、平水時において、下流への放

射性セシウム流出量に変動が生じてい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】 

・人為的改変を受けていない山林、生活圏に隣接する林内の除染地および林野火災跡地

における Cs 流出観測の結果を取りまとめ、除染地では３年後、林野火災地では火災

２年後に流出率が人為的改変を受けていない山林と同程度の１％未満になることを明

らかにした。 

・樹木地上部における Cs 濃度、森林内 Cs 移動量の観測結果を取りまとめ、コナラ立木

については Cs が樹木地上部から樹木地下部の根系に移動し、スギ立木は樹木地下部

の根系から樹木地上部の幹や枝葉に Csが移動している可能性が示唆された。 

・林内線量率の予測手法を林野庁によるモニタリング林分に適用した結果、林内１m 高

さにおける空間線量率の主要要因が平成 23 年（2011 年）から平成 29 年（2017 年）

にかけて樹冠から深度５cm までの表土へと変化したことを明らかにし、森林内の Cs

動態と整合する結果を得た。 

・これまでに取得したコナラ、アカマツ、スギ立木の Cs 濃度の経年データを解析した

結果、樹皮濃度は低下傾向が継続するものの、材の Cs 濃度は明瞭な変化を示さず、

動的平衡状態に達している可能性が示された。 

・室内試験にて落葉の分解度合の違いによる Cs 溶出挙動の違いについて調べた結果、

分解が進むにつれ Csの溶出率が低下する傾向が明らかになった。 

 (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・ダム水の溶存態・懸濁態放射性セシウム濃度の年変化・季節変化を明らかに

し、それぞれの実効半減期を評価した。懸濁態よりも溶存態の、河川よりもダムの減

少速度が遅いことおよびダム放流水の溶存態セシウムのうち 32～40％がダム湖底質

からの溶出起源であるなど、溶存態放射性セシウムの長期的影響とダム底質からの溶

出影響を提示した（農水省ため池汚染対策委員会にて報告）。また、台風 19 号等に

伴う流域からの放射性セシウムの流出量と河口域への影響を評価した。 

・源頭域における調査では、室内試験等の結果から、リターから溶出する溶存態放射性

セシウム濃度を規定する要因として、前 30 日間の平均気温（正の相関）と平均降水

量（負の相関）、また日気温の積算温度（スギリターで正、落葉広葉樹リターで負の

相関）が挙げられた。 
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・淡水魚の調査では、陸生生物を多く捕食する魚の放射性セシウム濃度が高い傾向にあ

ることが示唆された。 

・市街地等における空間線量率の低下傾向をチェルノブイリ事故後のヨーロッパと比較

した結果、農地や草地などの浸透面および舗装面や家屋が占める不浸透面ともに、福

島における放射性核種の移行がヨーロッパよりも緩やかである結果を得た。 

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

・環境中の放射性核種含有固相の分析手法については、TEM 像から風化の状況が確認さ

れた。 

・ICP-MS を用いて環境水中のテクネチウム-99 や生体試料中のストロンチウム-90 の迅

速分析法を開発するとともに、環境水中ヨウ素-129 の ICP-MS 分析に向けて前処理用

固相抽出樹脂の陽イオン分離特性を明らかにした。 

・表土中の放射性核種濃度の深さ分布の経時変化データを取得し、セシウム及びα核種

の濃度分布の確認及び吸着メカニズムの検討を行った。 

・請戸川と小高川の河川堆積物を用いセシウムと鉱物の吸着メカニズムの解明に資する

データとして鉱物種毎の陽イオン交換容量などを求めた。Csの吸着量や固定化されて

いる割合などが河川で異なっていることが分かった。また鉱物の種類などは類似して

いるが、粒度分布と粘土鉱物種が２つの河川で異なっていることが明らかとなり、風

化段階の違いにより Csの吸着量に違いがあると考えられた。 

・Cs や他アルカリ元素と地衣類の複数種の代謝産物との結合安定性を、第一原理計算

を用いて比較評価した結果、地衣類表面の皮層で分泌される代謝物が形成するアルカ

リ金属との錯体が、高い結合安定性を示すことにより、アルカリ金属の保持に貢献す

ることを明らかにした。 

・円石藻が安定的に生育できる培養条件を見出した。生体試料の電顕分析に必要な前処

理法の検討は継続実施中。 

 (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】 

・混合モデルを用いた発生源解析から、蛍光強度が平水時の森林河川水中の溶存態放

射性セシウム濃度形成へのリター溶脱成分の寄与推定のため有用なトレーサーであ

ることを確認した。 

・福島県浜通り地方河川における平成 26 年（2014 年）以降の定期観測データを基に形

態別 Cs-137濃度変動を定式化したところ、ダム放流水における溶存態 Cs-137濃度の

年間での振幅は、ダムの影響が小さい地点での河川水に比べて小さく、さらに濃度

ピークを示す時期が遅いことがわかった。また、令和元年（2019 年）９月までは溶

存態 Cs-137 濃度が２～10 年、懸濁態 Cs-137 濃度が２～11 年の実効半減期で減少し

ていたが、台風 19号による豪雨時以降、河川水中の溶存態 Cs-137濃度が大きく低下

し、半減期を著しく早めたことがわかった。 

・河川洪水による浸水ならびに非浸水域における雨水集水桝堆積物を対象とした Cs-

137 と人為起源性金属元素である亜鉛の挙動比較から、洪水氾濫による市街地の放射

性セシウム再汚染の影響は非常に小さいことが確認された。 

 (6) 放射性セシウムの生物移行特性評価と将来予測【NIES】 

・流下有機物を餌とするトビケラでは消化管内の流下有機物の影響を受け、肉食の水

生昆虫に比べ放射性セシウム濃度が高かった。さらに、極端に濃度の高いトビケラ

からセシウム高線量粒子が発見され、太田川においてセシウム高線量粒子の存在と

水生生物への取り込みが明らかになった。また、ヤマメの DNA 食性解析により、地

点・季節間での餌組成の違いを明らかにした。 
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・対象地域（汚染レベル）の範囲を広げて検討することで、コシアブラ新芽の Cs-137

濃度増加への土壌の FH 層（分解途中の有機物が堆積した層）の寄与をより明確にし

得るとともに、タラノメについても同様の傾向が確認された。一方で、試行的に実

施した晩冬の土壌堆積有機物剥ぎ取り（森林除染に準ずる）は、コシアブラ新芽の

濃度減少に対する即効性に乏しいことを示した。 

② 移行モデル【JAEA、NIES】 

(1) 陸水域動態モデルの開発【JAEA】 

・陸域動態モデルである GETFLOWS に対し、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むことで、河川水中の溶存態セシウム濃度の大雨時

の挙動および季節変化の再現性を向上した。 

・水域動態モデルである3D-Sea-SPECによるダム湖解析において、各種パラメータを変

更することで解析精度向上に取り組んだ。これにより、実測値との整合性が向上し

た。 

・河川由来の放射性セシウムが沿岸域の堆積物と海水中のセシウム濃度に影響しうる

ことが分かった。 

・再整備した MERCURY および森林および水域のためのコンパートメントモデルについ

て、原子力機構ホームページ（PRODAS）にてプログラムを無償公開した。 

(2) 流域圏における多媒体環境モデリング【NIES】 

・マルチモデルアンサンブルによるデータ同化を実施して、放射性プルームの時空間

変動パターンを整合的に再現するとともに、その計算結果を被ばく線量評価に活用

した。また、空間解像度を従来の３km から１km に変更して、福島県浜通りから中通

りの地形を詳細に解像した大気シミュレーションを実施した。その計算結果を国際

モデル相互比較に提供することで、原発近傍における放射性物質の動態把握に貢献

した。 

・宇多川を含めた松川浦流域を対象として、河川の分割および GIS データ化、分割し

た河川（以下、河道）の集水域作成、河道ネットワーク構造のデータ化などを進

め、より高い解像度で Cs-137 の動態予測を可能にするモデル入力用の地理情報デー

タ群を作成し、Cs-137の予測計算を実施した。 

・ダム湖を水平方向にボックス分割し、流動と水質、底質の３つのサブモデルから成

るボックス間の輸送及び各ボックスにおける水質－底質の鉛直構造を解析・予測す

るモデルを構築した。平成 28 年（2016 年）～平成 29 年（2017 年）を対象とした検

討から、夏季の湖水中の溶存態 Cs-137濃度の上昇傾向について再現性が確認出来る

一方で、ダム湖における溶存態 Cs-137 収支におけるダム湖内部負荷の寄与が過小評

価になる等の課題も確認された。 

 (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】 

・最新の研究成果の取り込み（10 項目程度を追加）および表現やサイトイメージの刷

新により、根拠情報 Q&Aサイトのコンテンツを充実させた。（予定） 

・項目およびデータ拡充を実施した根拠情報 Q&A サイトおよび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、３月末に更新版を JAEA 福島研究開発部門のホ

ームページにて公開した。（予定） 

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】 

・福島県内と隣接県のイノシシの DNA 解析の結果から、福島県内及び隣接県における

イノシシ個体群の地域性を明らかにした。 
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・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。

（予定） 

・福島県内においてキジの行動調査を行い、狩猟期における行動圏を把握した。（予

定） 

・種同定のためのリファレンスDNA数を増やし、精度の高い食性解析を実施した。（予

定）。 

 (2) 放射線等の生物影響評価【NIES】 

・モニタリング植物を用いた研究については、これに由来する培養細胞を低線量（毎

時 0.1 µSv）及び高線量（毎時 10 µSv）の地点にて１ヶ月放射線ばく露を行い、全

ゲノム配列の比較を行った。その結果、突然変異割合は両者で違いは見られず、ま

た放射線に由来するトランスバージョン変異（塩基骨格が変化する変異）の割合に

も違いは見られなかった。 

・平成 24年（2012年）および平成 26年（2014年）に捕獲したアカネズミ、各年 10個

体ずつ合計 20 個体から内部寄生虫を分離した。その結果、条虫類１種と線虫類３種

が分離された。しかし、既報（Asakawa 1992）で報告のあった線虫類 Heterakis. 

spumosa は今回の調査では分離されなかった。 

・潮間帯の無脊椎動物の棲息密度等については、引き続き緩やかに増加していた。ま

た、平成 24 年（2012 年）４月以降、楢葉町～南相馬市の 15 定点でイボニシの棲息

密度と産卵を調べた結果、イボニシ棲息の空白域は平成 29年（2017年）４月以降に

ほぼ消失し、個体数密度は徐々に増加傾向にある。また、福島県沿岸の環境試料を

対象に放射性ストロンチウムの分析を始め、データ蓄積を進めた。 

 (3) 生態系の実態把握と回復研究【NIES】 

・生物相モニタリングについては、調査を継続するとともに、カエル類のデータペー

パーを公表し、内容は地元紙にも取り上げられた。 

・鳥類に関して、野鳥愛好家による震災前の調査が実施された場所で再調査を行い、

震災前後の比較が可能なデータを取得した。 

・現状レビューによって原発事故後の福島では国立環境研究所等の研究機関によるデ

ータ収集・公開が主となるが、全国の原発周辺の生物分布データの公開に関して

は、市民ボランティアが重要な役割を果たしていることが示唆された。 

・モニタリングの簡便化については、トンボ自動撮影装置の防水・防結露機能を高め

て野外設置時の故障数を最小限に留めた。また、同装置の開発に関する論文を公表

し、全国紙のオンライン版にも取り上げられた。さらに、野外録音データから鳥類

の音声を聴き取るスキルを向上するオンライン学習プログラムを試作し、所内有志

が参加する運用試験を実施、出題方法等の改善点の情報を得た。 
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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デザイ

ンと分析を主眼としている。具体的には、「持続可能な地域づくり」、「強靱な社会づく

り」、「自然豊かなくらしの実現」、「統合イノベーションの創出」の四種の中区分課題

に基づいて、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、生活・環境・産業が調和した将来復興ビジョン構築、

地域環境資源を活かしたまちづくり拠点の創出、バイオマスを利用した環境創生型地域づ

くりに取り組んでいる。今後は、研究成果の社会実装への具体的な反映、学術面の成果の

充実、福島県内の多様な団体との連携が求められる。 

「強靱な社会づくり」では、災害廃棄物の統合マネジメントシステムの構築、災害に伴

う環境・健康リスクの管理戦略に取り組んでいる。今後は、一般廃棄物と産業廃棄物の従

来のマネジメント体制との類似点や違いを明確にして、地域間融通やエネルギー利用な

ど、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デザインが重要と

なる。さらに、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

献することを期待する。 

「自然豊かなくらしの実現」では、猪苗代湖の水環境に関する研究、豊かな自然のため

の生態系管理手法開発に取り組んでいる。今後は、猪苗代湖の長年の分析データの蓄積を

活用する分析手法の提案、生態系データベースの構築、新たに着手した森林マネジメント

手法との連携が重要となる。気候変動緩和の観点から、土地利用のゾーニング設定への反

映、水域環境保全の多面的な価値の創出も期待したい。 

「統合イノベーションの創出」では、環境情報技術を活用した地域環境創生支援手法の

開発、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、正確な情報の効果的な発信のあり方に関する研究に取り組んでいる。今後

は、調査対象地域の拡充、データ分析から得られた知見の地域社会への還元、多様な地域

将来計画策定への貢献が求められる。要因分析を進める上で、対象地域の特徴に由来する

特殊性と、国内に共通の普遍性に分けて、福島各地の特性を多面的かつ定量的に表現する

技法が求められる。 

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する

ケーススタディを通じて地域開発の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、地域拠点の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。 
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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】 

・避難指示の解除された区域における居住状況の時系列的な推移を分析し、帰還の進展

による居住人口の増加には地域ごとに差異があることを明らかにし、示唆される要因

を考察した。 

・地域統合評価モデルの拡張により、SDGsや地域循環共生圏に関連する指標の一部を定

量的に将来推計することが出来るようになった。 

・大熊町において将来のゼロカーボン化を達成するシナリオが構築され、必要な施策に

加えてエネルギー自立による経済効果の定量的な評価がされた。 

(2) 地域環境資源を活かしたまちづくり拠点の創出【NIES】 

・福島県奥会津地域を対象としたケーススタディの結果，太陽光発電を用いた全電化シ

ステムを導入することでエネルギーコストの削減が可能である一方，CO2 排出量や経

済資源循環の観点からは森林バイオマス資源を活用したエネルギーシステムの導入が

望ましいことが分かった．また，再生可能エネルギーの活用は地域における経済や資

源の流れを変え，地域活性化等において重要な役割を担うことが示唆された． 

・環境先進都市の地域づくりの過程より、特徴的に現れる要素として 20 のパターンを

抽出し、それらを取りまとめた冊子を発行した。空間計画に直接関連する要素は「空

間整備の順番」のみであり、ほとんどのパターンは「地域とのコミュニケーション」

や「組織体制づくり」など地域づくりの背景要因に関連する間接的な要素となった点

が特徴的であった。特に、地域とのコミュニケーションに関するパターンが 5 つ選定

された。以上のような間接的な手法が多く抽出され、地域づくりのプロセスにおける

それらの重要性が示唆された。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の可能性を検討した。 

(3) バイオマスを利用した環境創生型地域づくり【NIES】 

・三島町浅岐地区、田村市内町有林他にて、森林のレーザー計測(計測間隔 10cm)を実施

し、針葉樹、広葉樹の樹形データ、座標などを現地記録とともに 100 本以上のデータ

を収得した。これらのデータを有効に活かすべく毎木レベルでの推定が可能であるよ

うに BaIM の改造を行った。間伐事業跡地を空撮データの分析を行い、残存木の座標

を推定した。これらのデータは人工林の更新や伐採後の天然林への誘導シナリオの開

発に資する予定である。気候変動が森林管理に及ぼす影響について、大阪大学と共同

で気候シナリオ RCP2.6 と 8.5 を使い、森林生態系モデル LANDIS-II によって 2050 年

の成長量を予測した。温暖化が急激に進展する RCP8.5 では 2050 年の現存量がブナ林

を中心に 13-22%増加することが予測された。 

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】 

・統一の形状（立方体）で作成した人工サンプルを誘目性の高い色（または低い色）に

着色し、格子状に盤面に配置し、作業台の高さ、照明、対象物の割合、対象物の色差

を変えて、被験者が指定された色の人工サンプルを 1 分間回収する実験を行った。作

業台の高さ、選別対象物までの距離、照明と対象物の色、被験者の疲労などが選別効

率に影響を与えていた。また、近年急速に進歩している AI を活用した選別技術に関

する国内外の情報を整理し、手選別における目的物の検索・認知作業との類似点およ

び相違点を考察した。 

・災害廃棄物分別土砂の環境安全品質評価手法として、溶出側のパラメータとしての吸

脱着反応関与総量と分配係数を取得する方法を提案するとともに、実際に東日本大震
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災時に発生した津波堆積物分別土砂に適用し、有効性と課題整理を行った。両パラメ

ータは一定ではなく、関与総量は分別土砂の内部からの溶出によって増加する一方、

分配係数は分別土砂表面の状態変化によって溶出を抑制する側へ移行する可能性が示

唆された。 

・メーカーや業界団体との議論を進めつつ、FEM 解析による浄化槽の耐震性評価や避難

所等における自立型浄化槽システムについての検討を進めた。また、浄化槽法改正に

より普及が期待されている GIS 台帳の活用により、災害時（津波や水害）の被害想定

が可能であること、土砂等の混入した汚泥の適正処理に向けた課題等の整理を進め

た。負荷条件をパラメータとした排水処理実験では、長期に渡って安定した BOD 除去

性能を得られることがわかった。 

・災害廃棄物対応力を評価する脆弱性評価ツールの高度化を図った。また、参加型研修

の設計で必要となる災害状況のデータベース化と災害廃棄物処理計画のデータベース

化に向けた調査、構造化を進め、データベースの構築を進めた。その一環として、災

害廃棄物にかかる参加型研修で活用する災害シナリオ（状況付与）について、机上調

査による整理を進めつつ、過去の災害で災害廃棄物の処理を経験した行政職員を招く

オンラインワークショップを開催した。さらに、東南アジアにおける都市水害未然防

止のための廃棄物適正管理に関する検討を行った。 

・東南アジア都市における浸水被害の拡大要因として、水路の閉塞による排水阻害の影

響を明らかにした。閉塞物の混入対策として水路周辺の集落における廃棄物収集の正

常化の効果が大きいことを示した。集落の住民の行動変容にあたっては、環境意識と

行動実践の間に相関が見られる一方で、水路の実態に関するファクトに対しての受容

性が欠けるなどの問題点があり、適正収集の推進に当たって行政との間の意思疎通を

困難にしている一因であることが推測された。アジア都市における水害を抑制する廃

棄物管理の提案として、都市内排水路に混入した廃棄物による閉塞の発生と成長のメ

カニズムを明らかにし、高密度のがれき類、木材等の水路混入と水路の流速が、閉塞

に与える影響について数理モデルを用いて表現した。また、閉塞時の水路内の水位上

昇と内水の発生・拡大に至る状況を表現可能なパラメータを実験的に得た。これらを

踏まえ、浸水被害軽減に向けた水路の清掃頻度・底質除去の必要性について自治体へ

の提言を行った。その成果は災害廃棄物管理国際ガイドラインおよびその技術資料

（環境省）の一部としてとりまとめられた。水路への廃棄物投棄に関する周辺住民の

行動分析を行い、廃棄物投棄が水害発生に与える影響や、廃棄物の適正排出に関する

周知が、廃棄物投棄の抑制に効果的であることが示唆された。 

(2) 災害に伴う環境・健康リスクの管理戦略【NIES】 

・化学物質の一般環境への放出のシナリオ化に向けた検討を進めた。化学工業を営む事

業所において発生した過去の事故事例の情報を収集し、その解析により、火災・流出

等の事故種類により放出物質の把握状況の傾向などが異なるなどの知見を得た。 

・事故や災害時等における化学物質の環境モニタリングを想定した迅速分析法として、

GC/MS を用いる AIQS-GC の開発を進め、40 の地方環境研究所との共同で災害時用に新

たに AIQSに収載する物質の 200物質のデータ採取を完了させる見込みである。また、

装置メーカーに依らず解析可能かつブラウザ上で作動する AIQS ソフトウェア、他機

種への対応のため保持指標のずれ、チューニング方法の開発を行った。 

・今年度はペン型セミアクティブサンプラーを用いて４月から５月にかけて屋外大気の

サンプリングを行い吸着剤ポリジメチルシロキサンからはクロロベンゼン類等が検出

された。ペン型セミアクティブサンプラーについては、災害時に備えて複数の異なる
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吸着剤を準備し使用マニュアルを整えた。 

・NIH の Disaster Response Research（DR2）のデータベース・ツールの日本への適応

に関する検討を進めた。具体的には、500 個以上あるツールのうち、日本語化可能な

ツールのいくつか日本語化を行い、日本でも容易に活用が可能となるように整備し

た。また、災害時インタビューツール（Rapid Acquisition of Pre- and Post-

Incident Disaster Data (RAPIDD)）を開発した。日本で起こりうる各種災害におけ

る化学物質の曝露シナリオ設定に向けた検討を行った。 

・干潟生態系への震災影響に関する広域解析を、研究者を対象としたアンケート調査の

結果（数値化したスコア）をもとに行った。また、気仙沼湾と志津川湾、大船渡湾の

潮下帯で、底質中の PAH 濃度の経年変動傾向に関する定点調査を継続するとともに、

過去に採取した柱状採泥試料中の放射性セシウム 137Cs の鉛直分布について PAH と併

せて検討した。これらの結果は、周辺地域の自治体の環境部局関係者に提供・説明し

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】 

・猪苗代湖の主要な流入河川等において、５月の代かき期に懸濁物質、全窒素及び全リ

ンの濃度が高まることが分かった。 

・有機物の定性分析の結果から、猪苗代湖湖水の溶存有機物は河川水に比べて構成成分

が大きく異なり、藻類由来成分が多く含まれることを明らかにした。 

・湖水の流動特性の解析結果から、水質予測モデルに必要とされる湖水流動モデルの改

良、並びに粒子追跡計算モデルの構築をすることができた（予定）。 

・フェーズ３の研究事業計画を円滑に進めるために、流入負荷量の解析や学識経験者か

らのヒアリング等により、流入汚濁負荷削減のための最適な水質浄化実証試験の手法

及び候補地を決定することができた（予定）。 

(2) 豊かな自然のための生態系管理手法開発【NIES】 

・奥会津地域における森林簿ペースの樹種分布、齢級分布を500mメッシュで推定し、各

種モデリングへの便宜を図った。またSentinel衛星のデータを分析し、現況での植生

分布を詳細に把握した。2050年における再生可能エネルギー導入ポテンシャルを把握

した。 

・水文・気象データの水文モデルと森林生態系モデルへの適用を図った。キリ等の植栽

による土砂災害防止機能について具体例を把握し、三島町担当者との情報共有を図っ

た。 

・毎木レベル森林調査を富岡町町有林で実施し、会津地域と異なる林相への適用につい

て分析を行い、課題を抽出した。 

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】 

・新地町の地域エネルギー事業において、熱負荷に応じた熱源機器の選択や補器動力の

削減のための機器運用パターンを検証する実証実験を行い、当該地域のエネルギー利

用高効率化や低コスト化に直接貢献するとともに、他のサイトへの適用可能性を踏ま

えた汎用的な知見として評価結果を取りまとめた。また、地域エネルギー供給計画を

検討する汎用的な評価システム開発を継続し、需要と供給とを結び付けて時々刻々と

変化する需給バランスのシミュレーションした結果に基づいて供給エリア拡大のシナ

リオを想定し、再生可能エネルギー導入や電気自動車のバッテリー利用を踏まえて供

給規模ごとに再生可能エネルギー導入率や CO2 削減効果、投資回収年などを算定し
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た。 

・三島町の地域エネルギー事業の検討において、町内２施設に対する導入可能性の調査

検討を支援し、小規模な木質バイオマスコジェネボイラーの事業採算性を定量的に示

し、三島町地域循環共生圏推進協議会における計画検討、および今年度策定が進めら

れている三島町第５次振興計画への森林活用施策の反映に貢献した。 

(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】 

・中通り地域については、郡山市において気候変動適応に資する既存施策がどの程度存

在するかを明らかにした。そのうえで、各分野の政策形成に関わる担当課の気候変動

影響に対する課題認識を明らかにした。このことを通じて、自治体が適応策の推進に

むけて庁内連携にもとづく推進体制を構築するための条件を明らかにした。 

・浜通り地域については、飯舘村におけるバイオマス発電・熱利用施設導入は、制度的

要因（国・県の制度）、社会的要因（議会・住民等の合意取得）ではなく、技術的要

因（木材・チップの確保）によって、事業化が困難になっていたことを明らかにし

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】 

・県内等を対象に実施した Web アンケートの調査結果の分析から、県民の現状に対する

認識等の整理を行い、課題の整理を行った。（予定） 

・放射線リスクコミュニケーションの事例分析により、情報の受け手を意識し、効果的

に伝える手法のあり方を明らかにした。その成果については論文として取りまとめ、

国際誌にて発表した。この成果は関係課室に提供するほか、センター情報発信事業と

連携した効果的な事業構築につなげた。（予定） 

・上記の成果を研修プログラムに反映するとともに、構築した研修の実施を通して、職

員の効果的な情報発信に関するスキルアップにつなげた。（予定） 

・アンケートの分析により、県民の環境配慮行動の規定因等を明らかにした。（予定） 

・上記の分析結果を基に、次年度に実施するモデル事業を構築した。（予定） 
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第３ 情報収集・発信 

 

ウィズコロナに対応した情報発信手法を検討するとともに、感染症防止対策を徹底し、

以下の取組を行った。 

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

トを開催し、研究成果や三機関の取組を研究員等との対話・交流によりわかりやすく情報

発信するとともに、令和元年度東日本台風等に係る三機関の取組をとりまとめ、ウェブサ

イトに掲載した。 

研究成果報告会については、ウィズコロナに対応し、ウェブサイトにより情報発信を行

った。 

また、ウェブサイトの掲載情報については、英語版ページを拡充するなどの充実を図っ

た。 

さらに、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。 

交流棟「コミュタン福島」では、「触れる地球」や NIES の開発コンテンツ「3D ふくし

ま」を活用した地球温暖化等に関する学習プログラムの提供等を行った。 

 

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】 

・ウェブサイトの掲載情報について、英語版ページを拡充するなどの充実を図った。

（予定）（https://www.fukushima-kankyosozo.jp） 

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

リングデータ追加等を実施した。 

 （https://www.fukushima-kankyosozo.jp/monitoring.html） 

・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した。 

 （https://fukushima.jaea.go.jp/ceis/） 

・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した。 

 

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】 

・ウェブサイトの掲載情報について、英語版ページを拡充するなどの充実を図った。

（予定）［再掲］（https://www.fukushima-kankyosozo.jp） 

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】 

  ウィズコロナに対応しながら、調査研究成果等の情報について、次により発信した。 

 ・環境創造センター周遊イベントにおける研究員等との対話・交流 

 ・令和元年度東日本台風等に係る三機関の取組のウェブサイトへの掲載 

  （https://www.fukushima-kankyosozo.jp/reiwa1typhoon19chousa.html） 

・研究成果報告会のウェブサイト上での実施 

 （https://www.fukushima-kankyosozo.jp/2020seikahoukoku.html） 
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・福島県環境創造シンポジウムにおけるウェブサイト上でのブース出展、ミニ講座（予

定） 

・県内中学校における三機関連携した出張講座 

・定期刊行物への掲載（ニュースレター、広報みはるなど） 

・交流棟展示室におけるタッチパネルやグラフィックパネルの展示 

ただし、コロナ禍において、県外等との移動を伴う誘致活動や視察受入、サイエンス

トークなど県民等との対話・交流を伴う活動については、休止や縮小をせざるを得なか

った。 

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した。 

④ 研究関連刊行物の発刊【福島県・NIES】 

・県では、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四半期毎に作成・配布を行った（最終号は３月に配布予定）。 

・また、月刊の広報みはるにおいて、調査研究内容や研究者について紹介する記事の連

載を行った。 

🖥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 

https://www.fukushima-kankyosozo.jp/download.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（予定）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３号 除去土壌と除染廃

棄物の適正管理と再生利用に向けた技術」を発行した。（予定） 

・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 

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】 

・大学や研究機関、非営利団体（NPO（以下「NPO」という。）)、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を開催した。

（予定） 

② 環境回復・地域再生・環境創造に関する情報発信【福島県・NIES】 

・ウェブサイトの掲載情報について、英語版ページを拡充するなどの充実を図った。

（予定）［再掲］（https://www.fukushima-kankyosozo.jp） 

・本県の環境回復・地域再生・環境創造等について、県内高校生によるプレゼンテーシ

ョン大会を開催するとともに、大会の様子等を首都圏におけるテレビ放送など様々な

メディアにより県内外に広く発信した。 

・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。 

「福島再生・未来志向プロジェクトシンポジウム～いっしょに考える「福島、その先

の環境へ。」～」を双葉町にて環境省とともに主催し、環境省が福島県と締結した協定

の下、「未来志向の環境施策」の推進に向けて県内の企業・団体等にもその趣旨を広く
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周知し、未来志向の環境施策の推進に関する情報発信を行った。パネルディスカッショ

ンでは、復興とともに進める地球温暖化対策について議論した。 

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した。 

 

４ 交流棟「コミュタン福島」における取組 

 ウィズコロナに対応しながら、以下の取組を実施した。 

  なお、コロナ禍において、県外等との移動を伴う誘致活動や視察受入、県民等との対話・

交流を伴う活動、大規模なイベントについては、休止や縮小をせざるを得なかった。 

 

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】 

・社会情勢や県民ニーズを踏まえ、交流棟展示や案内スタッフの知識のアップデートを

行いながら、交流棟の運営を行った。 

・環境問題や科学に対する子どもたちの興味・関心を高めるため、感染防止対策を徹底

しながら、イベントを開催した。（８月、９月、10月、11月、３月（予定）） 

・ウィズコロナに対応し、交流棟における情報について、オンラインで発信するウェブ

コンテンツ「おうち deコミュタン」を制作し、公開を開始した。 

 （https://www.com-fukushima.jp/uchi/） 

・NIES では、「福島プロジェクションマッピング ３Ｄふくしま」を交流棟・探るラボ

に設置した。（http://www.nies.go.jp/fukushima/3D/index.html） 

・海外からの来館者に対応するため、あゆみシアターのナレーションの多言語化を行っ

た。 

・県民等のニーズを把握するため、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の情報共有を行った。 

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】 

・デジタル地球儀「触れる地球」を活用した持続可能な開発目標（SDGs（以下「SDGs」

という。）や地球温暖化に関する学習プログラムを開発し、来館者へ提供した。 

・NIES の開発コンテンツ「3D ふくしま」を交流棟展示室に整備し、地球温暖化等に関す

る学習プログラムの提供を行った。  

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、教育事務所主催の校長会議等において、学校団体による交流

棟活用促進に向けた PR活動を行った。 

・県内のイベントにおけるブース出展により PR活動を行った。 

・県内小学校団体への貸切バス代補助を 178校（見込み）に対して行った。 

・新規展示コンテンツ（触れる地球のオリジナル映像、3D ふくしま、環境創造シアター

番組「深海」）を導入することにより、来館促進を図った。 

・ウィズコロナに対応し、交流棟における情報について、オンラインで発信するウェブ

コンテンツ「おうち deコミュタン」を制作し、公開を開始した。［再掲］ 

④ 学会、国際会議等の誘致【福島県】 

・コロナ禍において、県外等への移動が困難であること、学会等がオンラインで行われ

ていることから、誘致活動は休止をせざるを得なかった。 

⑤ 県民及び来館者に対する情報発信【福島県・JAEA・NIES】 

・社会情勢や県民ニーズを踏まえ、交流棟展示や案内スタッフの知識のアップデートを
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行いながら、交流棟の運営を行った。［再掲］ 

・コミュタンサイエンスアカデミアやふくしまサイエンスコミュニケーター養成講座の

受講生による発表会において、本県現状等についての情報を発信した。（予定） 

・SDGsや福島イノベーション・コースト構想に関する講演会を開催した。 

・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

授業を行った。 

・本県現状や環境創造センターの取組等についての情報発信を行うとともに、本県の未

来についての意識醸成を行う福島県環境創造シンポジウムを開催した。（予定） 

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

ための福島県環境創造シンポジウムを開催した。（予定） 

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】 

・国立科学博物館との包括連携協定に基づき、国立科学博物館「シアター36○」番組

「深海」を交流棟「環境創造シアター」へ移殖し、公開上映を開始した。 

・イベント等においてボランティアスタッフの活動の場を提供するとともに、ボランテ

ィアスタッフの新規登録のための説明会を開催した。 

・産業技術総合研究所地質調査総合センター地質標本館の展示コンテンツを活用した特

別展「地球の時間、ヒトの時間-アト秒から 46億年まで 35桁の物語- in コミュタン福

島」を開催した。 

・県民等のニーズを把握するため、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の情報共有を行った。［再掲］ 

 

◎ 主な評価と課題 ＜１次評価：福島県環境創造センター＞ 

 

・県民等が求める各種モニタリングデータや研究情報等について、ウェブサイト等を活

用し、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において、研究成果や三機関の取組を研究員等との対

話・交流によりわかりやすく情報発信した。 

・ウェブサイトでの発信の充実などウィズコロナに対応した情報発信手法を検討し、実

施した。 

・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。 

・交流棟の展示内容や運営スタッフの案内については、常に情報のアップデートを意識

し、また、社会情勢変化や県民ニーズを踏まえた運営を行った。 

・交流棟の来館者数については、コロナ禍において、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。 

・調査研究の取組や成果について、より一層情報発信をしていくことが必要である。 

・コロナ禍においては、特に県外や海外からの来館者を増やすことが難しいことから、

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法についてさ

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、互いの運営力を向上させるための取組を進める必

要がある。 
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 ◎ 主な評価と課題 ＜２次評価：田崎由子氏（福島県消費者団体連絡協議会 事務局長）＞  

 

  ・コロナ禍で学校からの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。オンラインで学校授業を担当する、見学の代わりに動画

を活用していただくことを広報すべき。 

・インターネットでの発信はますます重要である、さらに地方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。また、写真付きで新聞掲載さ

れると多くの人に訴求できるので、これからも積極的に情報発信していくべき。 

・多言語化はできるだけ範囲を増やし、PRすべき。 

・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。 

・県内外の人に来て頂くため、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。マイカーだけでなく、鉄道・路線バス・宿

泊施設・旅行会社と協力することもよい。 

・「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、ウィズコロナの状況が長引くということも想定されるので、家庭のニーズを捉え

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。 

・よくある質問については、Ｑ＆Ａ形式でホームページ上に掲載しておくとよいのではな

いか。 

・同じイベントでも期間を空けて、数回行っても良いのではないか。 
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第４ 教育・研修・交流 

 

ウィズコロナに対応した教育・研修・交流手法を検討するとともに、感染症防止対策を

徹底し、以下の取組を行った。 

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育成講座を実施し

た。 

さらに、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】 

・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、

ウィズコロナに対応した交通費補助の拡充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４割強にあたる 191 校の小学校が交流棟を活用した。 

・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

業を行った。［再掲］ 

・県内の中学校（２校）からの要望を受け、コミュタン福島スタッフが放射線に関する出

張授業を行った。 

・新規展示コンテンツ（触れる地球のオリジナル映像、3Dふくしま、環境創造シアター番

組「深海」）を導入した。 

・県教育委員会と連携し、教育事務所主催の校長会議等において、学校団体による交流棟

活用促進に向けた PR活動を行った。［再掲］ 

② 各種来館者層に合わせた運営体制の構築【福島県】 

・来館者の知識習熟度や来館状況に合わせた学習プログラムを作成した。 

③ 「放射線に関するご質問に答える会」の継続【JAEA】 

・コロナ禍における開催について慎重に検討し、今年度の実施を見合わせた。 

 

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）を開設し、放射線や原子力災害を経験した福島

に関する知識や情報を習得し、それらについて対話を通じて他者へ効果的に伝えるこ

とができる人材を育成した。 

・科学への興味喚起及びプレゼンテーション能力の向上を目的とした小学生の理科自由

研究発表会を開催した。 

・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した。（県内のみならず、県

外・全国メディアで紹介） 
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・地域における環境保全意識を高めるため、環境アドバイザーを 15 団体 546 名に対して

派遣した。 

・化学物質の取扱いに関するリスクコミュニケーションについての理解を深めるため、

県内の化学物質取扱事業者等を対象にセミナーを開催した。（予定） 

・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、せせらぎスクールを実施する団体へ必要な資材の提供を行っ

た。（https://www.fukushima-kankyosozo.jp/download.html） 

・SDGsや福島イノベーション・コースト構想についての講演会を開催した。［再掲］ 

② 附属施設を活用した教育・研修【福島県】 

・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

いて実施した。 

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２年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、京都大学等

３大学から７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した。 

 

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】 

・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するとともに、構成団体間の交流を促した。 

・環境創造センター周遊イベントにおいて、研究員等と県民との交流を通じて、環境創造

センター取組内容等についての情報発信を行った。 

・福島県環境創造シンポジウムにおいてブース出展者間の交流の場を提供した。（予定） 

・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

いての情報共有を行った。［再掲］ 

・交流棟の新たな活用策として、三春町主催のドライブインシアターに協力した。 

② 市民との交流イベント、ワークショップ等の開催【NIES】 

・新型コロナ感染症対策と地球温暖化対策の関係を一般の方へ解説する動画を YouTube 国

立環境研究所公式チャンネルにて配信した。 

 （https://www.youtube.com/user/nieschannel） 

・福島県でも発生が確認された豚熱について、一般の方へ解説する動画を YouTube 国立環

境研究所公式チャンネルにて配信した。 

 （https://www.youtube.com/user/nieschannel） 

 

◎ 主な評価と課題 ＜１次評価：福島県環境創造センター＞ 

 

・小学校団体の来館割合については、コロナ禍において、全体の 43.0%であり、令和元年

度の 56.3%と比較し大きく減少した。 

［県内小学校来館実績］かっこ内は県内小学校数、令和２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）、令和２年度 191校（453 校） 
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・新規展示コンテンツを導入することにより、より幅広く学習プログラムを提供した。 

・各年齢層を対象とした講座において福島に関する情報等を効果的に発信できる人材等

を育成し、また、その受講生による情報発信を行った。 

・交流棟来館者の知識習熟度や来館状況に合わせた学習プログラムを提供した。 

・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。 

[附属施設による環境学習会実績] 

・猪苗代水環境センター環境学習会 ６回実施 参加者数 129名 

・野生生物共生センター環境学習会 ４回実施 参加者数 193名 

・県内科学館や試験研究機関等により構成されている「ふくしまサイエンスぷらっとフ

ォーム（spff）」の活動については、コロナ禍において実施することができなかっ

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。 

・育成した人材を対象とした活動の場の積極的な提供について検討する必要がある。 

・コロナ禍においても、来館者等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。 

 

 ◎ 主な評価と課題 ＜２次評価：飯村新市氏（田村市教育委員会 教育長）＞  

 

・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、人材育成等もしっかり取り組まれており評価できる。 

・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。 

・コミュタン福島への来館実績が少ない地域に対しては、協力校をつくり、その学校を

中心として周辺校に広げていくなどの方法もあるのではないか。 

・新型コロナでの差別や誹謗中傷が問題となっている。原発事故で福島の人々が受けた

差別や誹謗中傷の事例をコミュタン福島で発信してはどうか。 

・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。 
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第５ 総合的な事業評価 

 

 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、三機関

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、新型コロナウィルスの影響に

より、事業の実施が予定に対してやや遅れ気味となったが、計画どおり実施することがで

きた。また、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。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。 

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。 

 



令和２年１月末現在

1 R2.4.24(金) ○
国立環境
研究所

ＮＩＥＳレターふくしま４月号
(2020年4月)発行

災害環境研究への取組を広く一般の方に
伝えるため、「NIESレターふくしま」を発行

2 R2.5.14(木)
環境創造セン
ター本館ほか

○ 三機関 第１回環境創造部門会議
環境創造センター成果報告会の口頭発表
等について、ほか

3 R2.6.9(火)
環境創造セン
ター本館

○ 三機関 第１回環境動態部門会議
環境創造センター成果報告会について、
ほか

4 R2.6.19(金) ○
国立環境
研究所

ＮＩＥＳレターふくしま６月号
(2019年6月)発行

災害環境研究への取組を広く一般の方に
伝えるため、「NIESレターふくしま」を発行

5 R2.6.22(月) ○
国立環境
研究所

動画GomiTube「コロナで
考える、環境問題と経済活
動」第1回「コロナと温暖化
はどっちが大事！？」

新型コロナ感染症対策と地球温暖化対策
の関係を一般の方へ解説する動画を
YouTube国立環境研究所公式チャンネル
にて配信

6 R2.6.29(月) ○
国立環境
研究所

動画GomiTube「コロナで
考える、環境問題と経済活
動」第2回「環境と経済は
どっちが大事！？」

新型コロナ感染症対策と地球温暖化対策
の関係を一般の方へ解説する動画を
YouTube国立環境研究所公式チャンネル
にて配信

7 R2.7.2(木)
環境創造セン
ター本館

○ 三機関
第１回除染・廃棄物部門会
議

令和２年度調査研究計画について、ほか

8 R2.7.3(金) ○
国立環境
研究所

動画GomiTube「コロナで
考える、環境問題と経済活
動」第3回「エコとエコノ
ミー、なんでも答えます！」

新型コロナ感染症対策と地球温暖化対策
の関係を一般の方へ解説する動画を
YouTube国立環境研究所公式チャンネル
にて配信

9 R2.7.13(月)
環境創造セン
ター本館

三機関
第１回放射線計測部門会
議

令和２年度研究計画について、ほか

10 ○ 福島県
令和２年度　放射線リスク
マネジメント学（２日目５限
/全３日）

東京大学における講義において、福島県
環境創造センターにおける最新の研究成
果等を動画で紹介した。

11 ○ 福島県 ニュースレター11号発行
「福島県環境創造センターニュースレター」
を発行し、研究、調査、分析情報や各種イ
ベントの状況を配信

12 R2.7.17(金)
環境創造セン
ター本館

三機関 第２回環境動態部門会議
環境創造センター成果報告会について、
ほか

13 R2.7.19(日) 北塩原村 福島県
猪苗代水環境センター環
境学習会（第1回）

ジュンサイ摘みと水生生物の観察を通し
て、水環境を学ぶ

14
R2.7.23(木)
～10.31(土)

猪苗代水環境
センター
野生生物共生
センター

福島県
動物＆自然なぞときクイズ
ラリー

猪苗代水環境センター及び野生生物共生
センターに関するクイズラリーを実施

15 猪苗代町 福島県
猪苗代水環境センター環
境学習会（第２回）

猪苗代湖のヒシ刈り体験を通して、水質改
善効果について学ぶ

16 コミュタン福島 ○ 福島県
ふくしまナラティブ・スコラ
2020（第１回）

伝えることの楽しさ、難しさを体感するワー
クショップ
「発表」と「プレゼン」の違い

17 R2.8.1(土) 猪苗代町 福島県
猪苗代水環境センター環
境学習会（第３回）

土田堰の川下りを楽しみながら歴史と役割
を学ぶ

R2.7.15(水)

R2.7.26(日)

№

別紙

令和２年度における環境創造センターの取組

内 容 を 詳 し く 記 載年 月 日 開 催 場 所 等 実施機関 行 事 ・ イ ベ ン ト 名 等
Web
活用

※ Web活用：新型コロナウィルス感染症防止対策等のため、ウェブ会議システムやウェブサイトを活用し実施した取組（参加
者、出演者等の一部または全部）

※ 三機関とは、日本原子力研究開発機構(JAEA)、国立環境研究所(NIES)、福島県

36



№ 内 容 を 詳 し く 記 載年 月 日 開 催 場 所 等 実施機関 行 事 ・ イ ベ ン ト 名 等
Web
活用

18 R2.8.2(日) コミュタン福島 ○ 福島県
コミュタンサイエンスアカデ
ミア（第1回）

小中学生向けサイエンスクラブ
（小学生向け：Basicコース、中学生向け：
Advancedコース）

19 R2.8.6(木) 福島市 ○ 三機関 第２回環境創造部門会議
環境創造センター成果報告会について、
ほか

20 R2.8.8(土) 郡山市 福島県
ふくしまナラティブ・スコラ
2020（第２回）

ふくしまの現状のおさらい。自分の「物語」
を考える
科学的（客観的）視点と主観的視点の使い
分けを意識する

21 北塩原村 福島県
野生生物共生センター環
境学習会（第1回）

ミツバチの生態やはちみつができる過程を
学んで持続可能な環境について考える

22 コミュタン福島 福島県
ふくしまサイエンスコミュニ
ケーター養成講座（第1
回）

高校生以上向け人材育成科学講座

23 R2.8.13(木) コミュタン福島 ○
国立環境
研究所

「福島プロジェクションマッ
ピング　３Ｄふくしま」の常
設展示開始

３Dプリンターで出力した福島県の立体白
地図に、プロジェクターを使って人口分布
や放射線量分布の状況、地球温暖化がも
たらす農作物等への影響など、さまざまな
環境・社会・地理データを投影し、時間の
経過による変化や将来のシミュレーションを
「目で見て分かりやすい形」として解説する

24
R2.8.13（木）
～8.16（日）

コミュタン福島 ○ 福島県 コミュタンサイエンスラボ

コミュタン福島を活用し、環境問題だけでな
く、ふくしまの未来を創造する力を育むた
め、環境回復・創造について学ぶ機会を創
出するイベント

25 R2.8.16(日) 北塩原村 福島県
猪苗代水環境センター環
境学習会（第４回）

小野川不動滝とブナの森の秘密を謎解き
して、裏磐梯の水環境について考える

26 R2.8.17(月) ○
国立環境
研究所

ＮＩＥＳレターふくしま８月号
(2020年8月)発行

災害環境研究への取組を広く一般の方に
伝えるため、「NIESレターふくしま」を発行

27
R2.8.17（月）
～8.28（金）

環境創造セン
ター研究棟

日本原子
力開発
機構

夏期休暇実習生受入れ
森林での放射性物質の環境動態に関する
研究　京都大学（1名）、福島工業高等専門
学校（1名）

28 北塩原村 福島県
野生生物共生センター環
境学習会（第２回）

“特定外来生物”って何だろう？ウチダザリ
ガニを釣って・食べて・学ぼう

29 コミュタン福島 ○ 福島県
コミュタンサイエンスアカデ
ミア（第２回）

小中学生向けサイエンスクラブ

30
R2.8.24（月）
～8.28（金）

環境創造セン
ター研究棟

日本原子
力開発
機構

夏期休暇実習生受入れ
河川水系での放射性物質の環境動態に関
する研究　筑波大学（2名）

31 R2.8.27(木)
環境創造セン
ター本館

○ 三機関
第２回除染・廃棄物部門会
議

中間貯蔵施設の見学について、ほか

32 郡山市 ○ 福島県
ふくしまナラティブ・スコラ
2020（第３回）

誰かの物語を聞き、意見交換
さまざまな視点での「９年間」を体感し、自
分に落とし込む

33 コミュタン福島 福島県
ふくしまサイエンスコミュニ
ケーター養成講座（第2
回）

高校生以上向け人材育成科学講座

34
R2.9.1（火）
～9.11（金）

環境創造セン
ター研究棟

日本原子
力開発
機構

夏期休暇実習生受入れ
大気浮遊物中の放射性物質の測定技術に
関する研究　千葉大学（3名）

R2.8.9(日)

R2.8.23(日)

R2.8.30(日)
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35 コミュタン福島 ○ 福島県
コミュタンサイエンスアカデ
ミア（第３回）

小中学生向けサイエンスクラブ

36 南相馬市 福島県
せせらぎスクール指導者
養成講座　初級編1コース

水生生物に関する理解を深めるとともに生
活排水対策の指導等水生生物調査の結果
を踏まえた発展的指導のきっかけとし、水
環境保全の意識の高揚を図ることを目的と
して、水生生物を用いた水質調査の指導
者を養成する（全くの初心者対象コース）

37 R2.9.12(土) 国見町 福島県
ふくしまフェスタin道の駅
国見 あつかしの郷

チラシ・パンフによるコミュタン福島のＰＲや
環境創造センターの取組の説明や霧箱を
使った説明等を実施

38 猪苗代町 福島県
猪苗代水環境センター環
境学習会（第５回）

猪苗代湖周辺のに生息する水生生物の観
察

39 コミュタン福島 福島県
ふくしまサイエンスコミュニ
ケーター養成講座（第3
回）

高校生以上向け人材育成科学講座

40 R2.9.14(月)
環境創造セン
ター本館

三機関
第２回放射線計測部門会
議

各種イベント対応について、ほか

41 R2.9.15(火) ○ 福島県 ニュースレター12号発行
「福島県環境創造センターニュースレター」
を発行し、研究、調査、分析情報や各種イ
ベントの状況を配信

42 R2.9.19(土) 喜多方市 福島県
せせらぎスクール指導者
養成講座　初級編２コース

水生生物に関する理解を深めるとともに生
活排水対策の指導等水生生物調査の結果
を踏まえた発展的指導のきっかけとし、水
環境保全の意識の高揚を図ることを目的と
して、水生生物を用いた水質調査の指導
者を養成する（初心者向け水生生物同定
実習コース）

43
R2.9.20(日)
～9.22(火)

郡山市 福島県
ふくしまナラティブ・スコラ
2020（第４回）

「声」「ことば」「呼吸と姿勢」の表現力を学
ぶ
PCスキルアップ講習会

44 R2.9.21(月) コミュタン福島 福島県
コミュタンフェスティバル in
Autumn

コミュタン福島を活用し、放射線に関する正
確な理解の促進や福島県の現状、環境問
題について学ぶ機会を創出するイベント

45 猪苗代町 福島県
猪苗代水環境センター環
境学習会（第６回）

猪苗代湖についての講座とヒシの実の工作

46 コミュタン福島 ○ 福島県
コミュタンサイエンスアカデ
ミア（第４回）

小中学生向けサイエンスクラブ

47 コミュタン福島 福島県
ふくしまサイエンスコミュニ
ケーター養成講座（第４
回）

高校生以上向け人材育成科学講座

48 R2.9.27(日) 郡山市 福島県
ふくしまナラティブ・スコラ
2020（第５回）

プレゼンテーション練習会①
伝え方（How to Say）を考える

49 R2.10.1(木)
環境創造セン
ター本館

○ 三機関
第３回除染・廃棄物部門会
議

フェーズ１～２を通した中間レビューシート
について、ほか

50 郡山市 福島県
ふくしまナラティブ・スコラ
2020（第６回）

プレゼンテーション練習会②
プレゼンテーションの資料の作り方、活かし
方

51 田村市 福島県 コミュタンせせらぎスクール
河川環境に対する関心を深めるとともに、
水環境保全意識の高揚を図ることを目的と
して実施

R2.9.26(土)

R2.10.4(日)

R2.9.13(日)

R2.9.6(日)
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52
環境創造セン
ター本館

三機関
第３回放射線計測部門会
議

フェーズ１～２の成果の中間とりまとめにつ
いて、ほか

53 ○
国立環境
研究所

ＮＩＥＳレターふくしま１０月
号(2020年10月)発行

災害環境研究への取組を広く一般の方に
伝えるため、「NIESレターふくしま」を発行

54 大玉村 福島県
野生生物共生センター環
境学習会（第３回）

秋の野鳥や自然の観察

55 コミュタン福島 福島県
コミュタンサイエンスアカデ
ミア（第５回）

小中学生向けサイエンスクラブ

56 コミュタン福島 福島県
ふくしまサイエンスコミュニ
ケーター養成講座（第５
回）

高校生以上向け人材育成科学講座

57 R2.10.17(土) 南相馬市 福島県 そうそうこども科学祭２０２０
チラシ・パンフによるコミュタン福島のPRや
環境創造センターの取組について説明、
ワークショップを実施

58 大玉村 福島県
野生生物共生センター環
境学習会（第４回）

「絶滅危惧種と有害獣」、「東日本大震災に
より生き物たちが受けた影響」について学
ぶ

59 コミュタン福島 福島県 コミュタンミライラボ

コミュタン福島を活用し、環境問題だけでな
く、ふくしまの未来を創造する力を育むた
め、環境回復・創造について学ぶ機会を創
出するイベント

60 R2.10.19(月) コミュタン福島 ○ 三機関
環境創造センター四部門
合同セミナー（各部門会
議）

令和元年台風第１９号に関する口頭発表・
意見交換、ポスター発表等

61 R2.10.28(水) 郡山市
国立環境
研究所

REIF ふくしま2020（第9回
ふくしま再生可能エネル
ギー産業フェア）

地域資源を活用し、環境に配慮した地域
創生をめざして研究を進めている、福島支
部地域環境創生室の自治体との連携研究
を動画、模型等の展示物によって紹介
主催：福島県・公益財団法人福島県産業
振興センター

62 R2.10.29(木) 郡山市
国立環境
研究所

REIF ふくしま2020（第9回
ふくしま再生可能エネル
ギー産業フェア）

地域資源を活用し、環境に配慮した地域
創生をめざして研究を進めている、福島支
部地域環境創生室の自治体との連携研究
を動画、模型等の展示物によって紹介
主催：福島県・公益財団法人福島県産業
振興センター

63 郡山市 福島県
ふくしまナラティブ・スコラ
2020（第７回）

プレゼンテーション練習会③
自分自身が伝えたい「念い」をプレゼン
テーションする

64 コミュタン福島 福島県
コミュタンサイエンスアカデ
ミア（第６回）

小中学生向けサイエンスクラブ

65 コミュタン福島 福島県
ふくしまサイエンスコミュニ
ケーター養成講座（第６
回）

高校生以上向け人材育成科学講座

66 R2.11.8(日)
いわき市、広野
町

福島県
コミュタンサイエンスアカデ
ミア（第７回：小学生）

小学生向けサイエンスクラブ

67 R2.11.15(日) コミュタン福島 ○ 福島県
ふくしまナラティブ・スコラ
2020（第８回）

サイエンスアゴラ（オンライン見学）、ほか

68 R2.11.18(水) 郡山市
日本原子
力研究開
発機構

郡山第六中学校への出張
講座

郡山第六中学校における放射線教育の一
環として、センター職員による講座を実施

69 R2.11.22(日) コミュタン福島 ○ 福島県
コミュタンサイエンスアカデ
ミア（第７回：中学生）

中学生向けサイエンスクラブ

R2.10.11(日)

R2.10.18(日)

R2.10.9(金)

R2.11.1(日)
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70 R2.11.23(月)
環境創造セン
ター本館・研究
棟・コミュタン福島

三機関 ラボ５ｈｰ５Eの秘密
環境創造センター本館・研究棟・コミュタン
福島の施設を周遊しながらセンターの取
組、環境回復及び環境創造について学ぶ

71 R2.11.24(火)
環境創造セン
ター本館

三機関 第４回環境動態部門会議
令和２年度研究実績及び令和３年度研究
計画について、ほか

72 R2.11.25(水) 郡山市
国立環境
研究所、
福島県

郡山第六中学校への出張
講座

郡山第六中学校における放射線教育の一
環として、センター職員による講座を実施

73 R2.11.26(木) ○
国立環境
研究所

動画「豚コレラ改め豚熱っ
てなに！？」

福島県でも発生が確認された豚熱につい
て、一般の方へ解説する動画をYouTube国
立環境研究所公式チャンネルにて配信

74 R2.11.27(金) 双葉町
国立環境
研究所

福島再生・未来志向シン
ポジウム

福島県と協定を締結した「未来志向の環境
施策」の推進に向けて、県内の企業・団体
等にもその趣旨を広く周知し、未来志向の
環境施策の推進に関する情報発信を行っ
た。環境省と国立環境研究所が主催、福島
県が共催。

75 R2.11.28(土)
富岡町、双葉
町、大熊町

福島県
ふくしまサイエンスコミュニ
ケーター養成講座（第７
回）

高校生以上向け人材育成科学講座

76 郡山市 福島県
ふくしまナラティブ・スコラ
2020（第９回）

プレゼンテーション練習会④
自分自身が伝えたい「念い」をプレゼン
テーションする

77 コミュタン福島 ○ 福島県
コミュタンサイエンスアカデ
ミア（第８回）

小中学生向けサイエンスクラブ

78 R2.12.3(木) ○ 三機関
令和２年度成果報告会
（web）

三機関が連携、協力して取り組んでいる最
新の調査結果や測定技術、環境中放射能
動態などの成果を発表

79 川俣町 福島県
川俣こども科学館イベント
へ出展

身近なものを利用したロケットを使ってロ
ケットが飛ぶひみつについて学ぶ

80 コミュタン福島 福島県
理科自由研究発表会 at
コミュタン福島

県内の小学生の理科自由研究の優秀作品
について、発表会を実施

81
R2.12.5(土)
～12.6(日)

コミュタン福島 福島県
理科自由研究発表会 at
コミュタン福島　作品展示
会

県内の小学生の理科自由研究の作品を展
示

82 R2.12.7(月)
環境創造セン
ター本館

○ 三機関
第５回除染・廃棄物部門会
議

令和２年度事業報告について、令和３年度
事業計画について、ほか

83 R2.12.9(水)
環境創造セン
ター本館

三機関
第５回放射線計測部門会
議

令和２年度事業報告及び令和３年度事業
計画の作成について、ほか

84 R2.12.11(金) ○
国立環境
研究所

ＮＩＥＳレターふくしま１２月
号(2020年12月)発行

災害環境研究への取組を広く一般の方に
伝えるため、「NIESレターふくしま」を発行

85 郡山市 ○ 福島県

ふくしまナラティブ・スコラ
2020（ふくしまの高校生が
伝える ナラティブ・プレゼ
ンテーション）

第１回～第９回まで学んだことを踏まえ、自
分の物語をプレゼンテーションする

86 コミュタン福島 福島県
ふくしまサイエンスコミュニ
ケーター養成講座（第８
回）

高校生以上向け人材育成科学講座

87 R2.12.15(火) ○ 福島県 ニュースレター13号発行
「福島県環境創造センターニュースレター」
を発行し、研究、調査、分析情報や各種イ
ベントの状況を配信

88
R2.12.19(土)

～
  R3.1.17(日)

コミュタン福島 福島県
「地球の時間、ヒトの時間-
アト秒から46億年まで35桁
の物語-」in コミュタン福島

産業技術総合研究所地質調査総合セン
ター地質標本館の所有するパネル等を活
用した企画展を開催

R2.11.29(日)

R2.12.5(土)

R2.12.13(日)
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89 R2.12.20(日) コミュタン福島 ○ 福島県
コミュタンサイエンスアカデ
ミア（第９回）

小中学生向けサイエンスクラブ

90 R2.12.21(月) 福島市 ○ 三機関 第４回環境創造部門会議
令和２年度の研究実績について、令和３年
度の研究計画について、ほか

91 R3.1.17(日) ○ 福島県
コミュタンサイエンスアカデ
ミア（第10回）

小中学生向けサイエンスクラブ

92 R3.1.21(木) ○ 三機関 第５回環境動態部門会議
森林生態系における放射性セシウム移行
について、ほか

93 R3.1.24(日) ○ 福島県
ふくしまサイエンスコミュニ
ケーター養成講座（第９
回）

高校生以上向け人材育成科学講座

94 R3.1.26(火)
環境創造セン
ター本館

○ 三機関
第６回除染・廃棄物部門会
議

連絡調整会議について、ほか

95 R3.1.27(水) 三機関
環境創造センター連絡調
整会議（書面開催）

令和２年度環境創造センター事業報告、令
和３年度環境創造センター年次計画ほか

96 R3.1.31(日) ○ 福島県
コミュタンサイエンスアカデ
ミア（Basicコース第11回）

小学生向けサイエンスクラブ

97
R3.2.1（月）
～2.10（水）

環境創造セン
ター本館ほか

○ 福島県
IAEA協力プロジェクト2021
年2月会合

平成24年12月に締結したIAEAでの協力に
関する覚書に基づく会合

98 R3.2.7(日) ○ 福島県
ふくしまサイエンスコミュニ
ケーター養成講座（第10
回）

高校生以上向け人材育成科学講座

99 R3.2.12(金) ○
国立環境
研究所

ＮＩＥＳレターふくしま２月号
(2021年2月)発行

災害環境研究への取組を広く一般の方に
伝えるため、「NIESレターふくしま」を発行

100 R3.2.21(日) ○ 福島県
ふくしまサイエンスコミュニ
ケーター養成講座（第11
回）

高校生以上向け人材育成科学講座

101 R3.2.24(水) ○ 福島県
化学リスクコミュニケーショ
ン推進セミナー（Web)

県内事業者、自治体職員等、兼関係機関
職員対象

102 R3.2.28(日) コミュタン福島 福島県
コミュタンサイエンスアカデ
ミア（Basicコース第12回、
Advancedコース第11回）

小中学生向けサイエンスクラブ

103
R3.3.4(木)
～3.31(水)

コミュタン福島 三機関
環境創造センター震災10
年展

放射線等に係るモニタリングや調査・研究
等を行うとともに、伝承施設でもあるコミュタ
ン福島を有する環境創造センターとして、
10年を振り返る展示会を開催

104 ○ 福島県
第４回福島県環境創造シ
ンポジウム(Web)

「これまでの10年、これからの10年」をテー
マとし、ディスカッション等を行うほか、関連
団体の出展により交流を図る。

105 コミュタン福島 福島県
コミュタンサイエンスアカデ
ミア（Basicコース第13回、
Advancedコース第12回）

小中学生向けサイエンスクラブ

106 R3.3.8(月) コミュタン福島 三機関
環境創造センター県民委
員会

令和２年度環境創造センター事業報告、令
和３年度環境創造センター年次計画ほか

107 R3.3.14(日) ○ 福島県
ふくしまサイエンスコミュニ
ケーター養成講座（第1２
回）

高校生以上向け人材育成科学講座

108 R3.3.16(火) ○ 福島県 ニュースレター14号発行
「福島県環境創造センターニュースレター」
を発行し、研究、調査、分析情報や各種イ
ベントの状況を配信

109 R3.3.21(日) コミュタン福島 ○ 福島県 コミュタンフェスティバル
放射線に関する正確な理解の促進や本県
の現状を伝える機会を創出するイベント

R3.3.7(日)
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