
環境創造センターフェーズ１～２事業成果概要（中間整理）（案）

✓ 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創造に貢献

✓ 原子力災害を取り巻く社会情勢等の変化及び世界的な環境問題に対応した取組をさらに推進することが必要

情報収集・発信事業
主な取組と成果

今後の課題主な評価

環境創造シンポジウム福島総合環境情報サイト（FaCE!S）

◎モニタリングデータの収集・発信
・空間線量率、各種放射能検査等に係る情報ポータルサイト及び放射性物質モニタ
リングデータの情報公開サイトの構築・公開

・多角的に理解を深めていけるようなマルチな情報提供「福島総合環境情報サイト
（FaCE!S）」を公開・継続的な知見の追加・改良
・リアルタイム線量計システムデータを取得・整理し、交流棟における展示コンテ
ンツにより公開

◎調査研究成果の収集・発信
・学会発表、論文出版、刊行物、ウェブサイト、交流棟におけるポスター展示等に
より調査研究成果を発信

・本館・研究棟への施設見学受入、成果報告会、サイエンスカフェ、ミニ講座、出
前講座等を実施

・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へ公開
◎環境回復・地域再生・環境創造に関する情報の収集・発信
・原子力災害からの環境回復やその後の創造に向けた取組を行っている研究機
関、NPO等団体を招致し、それら研究機関等の取組を広く県民等へ周知する
環境創造シンポジウムを開催

◎交流棟における取組
・展示や各種イベントの開催により県内の環境回復の現状、調査研究成果等に関する
情報、放射線の基礎知識について理解促進

・ウィズコロナに対応し、ウェブコンテンツ「おうちdeコミュタン」を制作・公開
・展示室に「触れる地球」、「福島プロジェクションマッピング 3Dふくしま」を整備

情報収集・発信事業のイメージ（フェーズ２）

・各種モニタリングデータについて、ウェブサイトや交流棟において

情報発信し、本県の現状理解を促進

・調査研究成果や環境回復等に関する収集情報について、様々な出版

物や場面により広く発信

・展示室の多言語化により海外からの来館者にも対応

・デジタル地球儀「触れる地球」などの新規展示コンテンツを整備

・交流棟来館者数が令和元年度まで目標値である年間８万人を上回る

・ウィズコロナに対応した情報発信手法の検討・実施

・モニタリング事業や調査研究事業の成果について、一層効果的に発

信するとともに、原子力災害から10年以上を経て蓄積されている

様々な環境回復・創造に関する調査研究等の取組情報を県民等にさ

らに分かりやすく発信していくことが必要

・ウィズコロナに対応したウェブ等による効果的な情報発信手法につ

いてさらに検討が必要

・特に県外に向けた交流棟の認知度の向上

・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

モニタリング事業
主な取組と成果

主な評価 今後の課題

・県民の安全・安心の確保に寄与

・放射線量、放射性物質の分布状況の中長期的な把握に寄与

・住民の健康管理や健康影響評価等の基礎資料として活用

・避難区域の変更・見直しに係る検討及び判断並びに住民の帰還、

居住再開、復興の支援の基礎資料として活用

・令和元年度東日本台風等により大規模な浸水があった地域において

空間線量率の測定等を実施

・県民の安全・安心の確保を前提に、環境放射能の推移や廃炉の進展

（燃料取り出し、デブリ取り出し）、帰還困難区域の解除等の状況

等に応じた事業内容の適切な見直し

・調査研究事業及び情報収集・発信事業並びに県庁関係各課を始めと

する関係機関との連携強化

・各種モニタリングデータについて、県民等のニーズを踏まえ、分か

りやすい形式に改善を図っていきながら情報提供

◎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
・国の総合モニタリング計画及び県の発電所周辺環境モニタリング計画
に基づくモニタリングを着実に実施

・帰還促進に向け、モニタリングポストの増設等充実・強化を実施
◎一般環境中の有害物質等モニタリングの実施
・県計画に基づく一般環境中の有害物質等モニタリングを実施
・猪苗代湖の水質改善の対策を行うための調査等を実施
◎モニタリングデータの一元管理、解析・評価
・専門家を含むモニタリング評価部会にて解析・評価を実施
・空間線量率マップ等により結果を速やかに公表（放射線監視室等）
・校正棟において、サーベイメータ等の校正を実施
◎緊急時環境放射線モニタリング体制の構築・運用
・代替オフサイトセンターに指定された交流棟に緊急時用発電機を整備
・緊急時モニタリング体制の構築・検証や要員の技能向上を実施
・帰還困難区域内の林野火災のモニタリングを実施
・令和元年東日本台風によるモニタリングを実施

日常食の灰化作業ゲルマニウム半導体
検出器測定

東日本台風による
モニタリング

◎専門家向け
・ホームページ

◎一般県民等向け
・新聞・TV
・ホームページ

【情報提供】

◎市町村向け
・データの提供
・ホームページ中間貯蔵施設周辺

環境モニタリング

モニタリング事業のイメージ（フェーズ２）

主な取組と成果

主な評価 今後の課題

教育・研修・交流事業

・県内小学校を中心に多くの学校が放射線教育の一環として、交流棟

を活用（コロナ禍以前は、県内小学校の約６割が来館）

・学校向けアンケート結果においては、「よく理解できた」「だいた

い理解できた」との回答が99％あり高い評価を得た。

・本県の環境回復・創造について県外の科学館や発表会などの場を通

じて発信できる人材育成講座の実施

・交流棟においては、各種イベントの企画・運営、積極的な見学・視

察団体等の受入等による県民等との交流

・国立科学博物館との協定締結により全国の博物館との連携

・3.11の記憶がない児童等に対する学習活動の強化

・学校等の要望、廃炉作業の進捗状況、地球温暖化対策やSDGs等の世

界的な取組を踏まえた学習プログラムの見直しや展示の更新

・人材育成講座受講者のセンター事業等への参加を促進するなど、よ

り効果的な人材育成

・東日本大震災・原子力災害伝承館などの伝承施設とも連携しながら、

交流棟への来館促進や交流機能の充実

◎放射線等に関する教育
・交流棟における放射線や環境の学習に必要な展示製作、展示見学学習プログ
ラム・体験研修プログラムの開発

・来館促進のための小学校への交通費の補助
・三機関連携による出張講座の実施・
・各種イベント等の開催を通じた来館者の放射線等に関する学習の推進
◎環境の回復・創造に関する研修
・各種年齢層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等）を開設
・除染事業を安全かつ確実に行うための除染業務講習会の開催
・市町村主催の講演会に除染アドバイザーや環境アドバイザーの派遣
・水生生物調査による水質調査を行う「せせらぎスクール」の開催
・大学・高等専門学校に対する人材育成の推進のための講義・実習・研修生の受入
◎県民・NPO・関係機関等との交流
・環境教育フェスティバルや環境創造シンポジウムによる高校生やNPO、研究
機関の交流機会の創出

・ふくしまサイエンスぷらっとフォームへの参画、科学に関する祭典等における科学
コミュニケーション活動の実施

・国立科学博物館との協力・連携に関する包括協定の締結、コラボミュージア
ムや巡回展の開催、国立科学博物館「シアター36○」６番組の交流棟「環境
創造シアター」での上映

教育・研修・交流事業のイメージ（フェーズ２）

小学校団体の交流棟での学習 人材育成講座

資料１－１

総合的な事業評価

主な取組と成果

主な評価

・分析・測定技術の開発、被ばく線量等の評価手法・モデル開発、除染等

に関する継続的な技術支援、廃棄物等の適正処理・再生利用技術の確立、

放射性セシウムの移行挙動評価、移行モデルの高度化および生態系への

影響評価、福島の地域環境データベースの構築に向けて、様々なデータ

分析の統合手法の開発、災害情報プラットフォームの運用に向けた実施

計画の策定、猪苗代湖の溶存有機物の成分由来の解明、地域情報の効果

的な発信と情報シェアリングに向けた仕組みの試行に関する成果

・国や地方公共団体の行政施策に成果を反映、県民の様々な不安解消に貢

献

・開発した分析・測定手法の分析結果の精度の担保と開発したモデル

の高度化及び精度向上のための研究、廃棄物等の減容化技術の高度

化と実用化に関する研究、除去土壌の処理処分や再生利用の安全評

価に関する研究、中間貯蔵施設の事業の安全性に関する研究、放射

性セシウムの長期的変動の把握や濃度、移行量等の予測のための研

究、放射線による野生生物や生態系へ影響を明らかにするための研

究、中長期の復興計画の支援に向けた科学的エビデンスに基づく持

続可能な地域社会デザインに係る横断型研究と成果の社会実装

・得られた成果・知見の国内外への情報発信

今後の課題

Road

River

環境動態放射線計測 除染・廃棄物 環境創造

◎放射線計測（池内嘉宏 部門長）
・環境放射線の測定・分析技術を開発及び技術の高度化
・被ばく線量の評価モデルを開発及び検証と高度化 等
◎除染・廃棄物（井上正 部門長）
・除染等に関する継続的な技術支援
・廃棄物等の適正処理・再生利用技術の確立 等
◎環境動態（塚田祥文 部門長）
・環境中の放射性物質の移行挙動把握、モデル整備・精緻化及び評価
・放射性物質の野生生物及び生態系の実態把握と影響調査 等
◎環境創造（中田俊彦 部門長）
・環境創成型の復興実現のためのモデル開発とその導入基準の評価
・災害廃棄物処理に係る人材育成プログラムの開発、実施計画の策定
・猪苗代湖の流動推定モデルの構築や、湖水の構成成分の解明 等

◎専門家向け
・学会発表
・論文投稿

◎一般県民等向け
・研究成果報告会
・出前講座
・ホームページ公表

【アウトリーチ実績】
◎民間・市町村向け
・民間技術移転
・市町村担当者説明会

調査研究事業のイメージ（フェーズ２）

調査研究事業



調査研究事業のフェーズ１～２事業成果概要（中間整理）

放射線計測部門の概要図

主な取組と成果

主な評価

・分析手法の最適化、前処理時間の短縮化

・歩行サーベイ、上空、湖底及び海底の放射線測定技術の開

発と活用

・様々な放射線量測定結果を統合した経時変化マップの作成

・渓流魚への放射性セシウムの取り込み経路の要因解明、被

ばく線量評価モデルの構築

・開発した分析・測定手法について、分析結果の精度を担保
するとともに、より正確な被ばく線量評価のためのモデル
の高度化及び精度向上を実施し、周辺住民等の安心・安全
に寄与するともに、廃炉作業及び自然災害の発生等に伴う
自治体の行政判断に寄与する正確な情報を提供することが
必要

今後の課題

◎専門家向け
・学会発表
・論文投稿

◎一般県民等向け
・研究成果報告会
・出前講座
・ホームページ公表

【アウトリーチ実績】
◎民間・市町村向け
・民間技術移転
・市町村担当者説明会

（評価者：池内嘉宏 放射線計測部門長）

◎分析・測定技術の開発

・ICP-MSによるストロンチウム90分析法の条件最適化、高度化

・有機結合型トリチウムの前処理時間短縮化

・GPS歩行サーベイ、ドローン等の空間線量率の測定技術確立

・潜水型ロボット等による水中放射性物質濃度の測定技術開発

◎被ばく線量等の評価手法・モデル開発

・様々な放射線量測定結果の統合化及び経時変化マップの作成

・渓流魚への放射性セシウムの取り込み経路について解明

・山菜やキノコ類の摂取による内部被ばく線量評価方法を作成

・事故初期の甲状腺等価線量を推計し、３月12日の北方向へのプリ

ュームの寄与が大きいことを解明

推計甲状腺等価線量
(1歳、2011年3月12-23日積算)

ストロンチウム90の
迅速分析法の高度化
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Srレジン充てんカラムを
通過しない未濃縮のシグナル

森林内のセシウムの動きと渓流
魚への移行の概念図およびモデ
ルで考慮した場所

放射線計測部門

・除染後の施設等における除染効果の持続性を確認

・除染シミュレーションによる除染効果や線量予測を行い、

その結果が国や市町村で活用

・遮光保管された保管容器について、長期間経過しても十分

な耐久性を有していることを確認

・最終処分廃棄物量低減のための灰溶融技術に対し、放射性物

質を安定かつ効果的に揮発除去可能な溶融条件を開発

除染・廃棄物部門の概要図

（評価者：井上正 除染・廃棄物部門長）

仮置場資材の耐久性試験
予測された線量率変化（曲線）

と実際の測定結果（縦棒線）の推移

主な取組と成果

主な評価 今後の課題

◎除染等に関する継続的な技術支援

・河川敷で実施した除染試験の効果は、異常気象時も含めて持続

していることを確認

・除染後の公共施設の除染効果が持続していることを確認

・除染活動支援システム（RESET）の高度化とシミュレーション

結果の国・自治体への提供

・仮置場資材の長期耐久性の確認結果は、福島県の仮置場等技術

指針に反映

◎廃棄物等の適正処理・再生利用技術の確立

・ゼオライト等の粘土鉱物の混練による飛灰からの溶出抑制の確認

・低汚染廃棄物処分時の放射性Cs溶出挙動と土壌吸着層の関係解明

・灰溶融での放射性物質の安定・効果的な揮発除去溶融条件を開発

◎専門家向け
・学会発表
・論文投稿

◎一般県民等向け
・研究成果報告会
・出前講座
・ホームページ公表

【アウトリーチ実績】
◎民間・市町村向け
・民間技術移転
・市町村担当者説明会

灰溶融におけるCl濃度等と
放射性Cs揮発除去率の関係

・今後も市町村等の要請に応じ、除染シミュレーションを実施

・灰溶融技術を今後残存する多くの有機物の減容化に適用する

ため、更なる技術の高度化と実用化に向けた努力が必要

・大規模災害が今後も起こる可能性があり、それに伴って発生す

る廃棄物の安全な処理、処分の適正化も重要な課題

・得られた成果を広く県民へ共有しつつ、県、市町村と協力、情報

発信をしながら、三機関が連携して調査研究を進めることが必要

除染・廃棄物部門

環境動態部門 環境創造部門

・森林からの流出量やリター（落葉）や土壌への放射性セシウ

ムの残留について解明。河川中における放射性セシウムの形

態別濃度減衰傾向等の解明

・スギ林からの表面流出率が年間約0.1％程度であることを解明

・イノシシの筋肉中の放射性セシウム濃度と食べた物の放射性

セシウム濃度と相関について解明

・約16 μSv/h未満の空間線量率でのDNA損傷について解明

環境動態部門の概要図

（評価者：塚田祥文 環境動態部門長）

淡水魚への放射性Csの蓄積要因 イノシシの放射性Cs濃度の相関

主な取組と成果

主な評価 今後の課題

◎専門家向け
・学会発表
・論文投稿

◎一般県民等向け
・研究成果報告会
・出前講座
・ホームページ公表

【アウトリーチ実績】
◎民間・市町村向け
・市町村担当者説明会

・野生生物の筋肉中放射性セシウム濃度の変動に影響を与える

要因や生態系への放射線による影響を明らかにするため、環

境指標となる生物の変異原性評価やゲノム配列に関する研究

を推進

・地球温暖化などに伴う河川出水による放射性セシウムの生活

圏への移流など放射性セシウムの長期的変動の把握や濃度、

移行量等の予測のため、モデルを構築し、移行動態に関す調

査研究を推進

森林内放射性Cs分布概要

・福島の地域環境データベースの構築に向けて、地域社会、

自然環境、エネルギーなどデータ分析を統合手法を開発中

・災害情報プラットフォームの運用に向けた実施計画を策定

・猪苗代湖の水質データベースから流動推定のモデルを構築

また、湖水の構成成分の解明

・地域情報の効果的な発信と情報シェアリングに向けた仕組

みを試行

環境創造部門の概要図

（評価者：中田俊彦 環境創造部門長）

・地域研究のメッカとしての内外の地域研究のプロフェッショ

ナルとの組織間連携、研究者の内外の交流、新た飛躍や発想

をもたらす定期的な交流セミナー開催など、次のフェーズに

向けた仕掛けと本格的な始動が重要となる。

・脱炭素社会の実現に向けた、ゼロカーボン実行計画立案に向

けた地域データベース構築、ビッグデータ分析、モデリング、

将来予測など各手法の開発と、社会実装の推進が必要

エネルギーシステムの導入シナリオ策定

主な取組と成果

主な評価 今後の課題

猪苗代湖におけるモデルの構築

◎専門家向け
・学会発表
・論文投稿

◎一般県民等向け
・研究成果報告会
・出前講座
・ホームページ公表

【アウトリーチ実績】
◎民間・市町村向け
・市町村での事例活用
・市町村担当者説明会

◎持続可能な地域づくり

・新地町や三島町における事例に開発したモデルを適用・解析し、

コージェネレーション等の類型別システムが導入される基準を評価

◎強靱な社会づくり

・災害廃棄物処理に係る人材育成プログラムを開発し、実施計画を策定

◎自然豊かな暮らしの実現

・猪苗代湖の流動特性の解析結果から、湖水流動モデルを改良し、

粒子追跡計算モデルを構築。湖水の溶存有機物は河川水の構成成分

と大きく異なり、藻類由来成分を多く含むことを解明

◎総合イノベーションの創出

・三島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試

設計にあたり地域ICTシステムで得られた知見を提供

◎移行挙動評価

・森林からの放射性セシウム流出は低下しており、森林の放射性セシウム

の９割以上がリターと表層土壌に分布していることを解明

・河川水中の放射性セシウム濃度は溶存態・懸濁態ともにセシウム137の半

減期（約30年）よりも早く低下する傾向が続いていることを確認

・淡水魚の放射性セシウムは消化管内容物中濃度と相関があり、食性に依存

することを解明

・平成29年度に発生した林野火災について、森林から河川への放射性セシウ

ム流出量は、非火災地における変動の範囲内であること等を確認

◎移行モデル

・スギ林からの表面流出率が年間約0.1％程度であること等を解明

◎生態系への影響把握

・イノシシ筋肉中の放射性セシウムは食べた物の放射性セシウム濃度

と相関があることを解明

・毎時16μSv未満の被ばくではDNA変異の蓄積は見られないことを解明


