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環境創造センター県民委員会議事録 

 

●日時 

令和３年３月８日（月）午後１時３０分 

 

●場所 

環境創造センター交流棟 学習室Ａ 

 

●議事 

１ 議題 

（１）令和２年度環境創造センター事業報告（中間報告）について 

（２）令和３年度環境創造センター年次計画について 

２ 報告 

（１）環境創造センター中長期取組方針フェーズ３事業の検討について 

 

●出席委員 

福島大学共生システム理工学研究科 客員教授  河津 賢澄 

福島県町村会           会長    佐藤 淳一  

福島県商工会連合会        事務局長  佐藤 敏文 

福島県消費者団体連絡協議会    副会長   髙野 イキ子 

一般財団法人福島県婦人団体連合会 監事    阿部 君江 

福島県小学校長会               阿部 貴史 

福島県ＰＴＡ連合会        副会長   宗像 真人 

（以上７名） 

 

●欠席委員 

福島県市長会                 本田 仁一 

福島県商工会議所連合会      理事    大槻 博太 

福島県農業協同組合中央会     常務理事  橋本 正典 

（以上３名） 

 

●事務局出席職員 

福島県環境創造センター 所長              渡辺 良夫 

副所長             加藤 靖宏 

総務企画部長兼企画課長     鈴木 雄一 

研究部長            町田 充弥 

調査・分析部長兼環境調査課長  福原 武正 

主任専門研究員兼副部長     半澤 徹    他 

国立研究開発法人国立環境研究所福島支部 支部長     木村 正伸 

研究グループ長 林 誠二 

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研究開発拠点廃炉環 

境国際共同研究センター（原子力機構） 

      環境影響研究ディビジョン長   飯島 和毅 

環境モニタリングディビジョン長 間柄 正明   他 
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●内容 

１ 開会 

 

２ 議事 

議題（１）令和２年度環境創造センター事業報告（中間報告）について 

 

  事務局（加藤副所長、鈴木総務企画部長兼企画課長、町田研究部長、福原調査・

分析部長兼環境調査課長）から資料１－１，参考資料１により説明し、以下の質疑

等があった。 

 

【宗像委員】 

  来館小学校の割合とありますが、環境創造センターから小学校に訴えかけはありま

すか。 

【鈴木総務企画部長兼企画課長】 

  前年の１２月頃に、バス代補助とコミュタン福島の御案内を各学校に送付しており

ます。今年度につきましては校長会や市町村の教育長を集めた会議等の場でコミュタ

ン福島の取り組みやバス代補助について御説明をさせていただいております。 

【宗像委員】 

ちなみに中学校はどのくらい来館していますか。 

【鈴木総務企画部長兼企画課長】 

今年度の県内の中学校の来館につきましては１２校、昨年は１３校ですので、それ

ほど来館は多くないのが現状です。来年度から中学校に対してもバス代補助をいたし

ます。これにつきましても、先程と同じように１２月に周知をさせていただいており

ます。 

【河津委員長】 

関連して、阿部（貴史）委員いかがですか。実際に現場の方で、行事等にぶつかっ

てなかなか行きづらいなど、何か御意見ありましたら。 

【阿部（貴史）委員】 

小学校の場合ですと、バス代の補助という移動手段の金銭面を補助していただいて

おります。また、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の為のバスの増台分について

も補助していただいているということで、コミュタン福島を利用できる範囲が広まっ

ており、積極的に利用しているところですが、やはり場所が離れている学校において

は、来館するための移動時間が長く取られてしまい、そこに難しさがあると思います。

小学校の方でも、学習時間が非常にタイトになってきており、学びを膨らませるとな

ると移動時間がかかるとなかなか難しい。例えば、近くのところと合わせて学んでい

ける環境があれば広がりが出てくるかもしれません。放射線以外にも SDGs など色々

な深い学びを広げられていけると非常に良いと感じます。 

【河津委員長】 

ありがとうございました。他にはいかがでしょうか。 

【佐藤（淳一）委員】 

  調査研究・モニタリング・情報発信・教育という様々な取り組みをされていますが、

情報発信のところがちょっと弱いかなと感じています。私も初めて知りました。これ

だけやっているのにすごくもったいない。行政に対する情報提供や情報発信を英語版

でやっている話がありましたが、英語版だけでいいのか、様々な言語で世界に向けて

発信をしていく必要があるのではないかと思います。これだけうまくやっているのは

福島県だけだと思いますし、そういった意味でもデータを元に実際に「福島県は安全
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です。」と言えるのではないかと思います。学校の修学旅行についても、対外的に県

内だけでなく県外に向けても発信していきながら、ホープツーリズム、日本国内の修

学旅行にもぜひ勧めていくことが必要かと思います。１０年経とうとしていますが、

風評被害というものはこれ以上消えないのではないかと思っているところです。福島

県の農産物を買わない人や福島県に来たくない人が固定化されているといった情報

もありますので、その状況を打破していかなくてはならないという意味では、非常に

大事なデータではないかと思っております。今の固定化されている状況を打破してい

くためにも、情報をちゃんと伝えていく、学校関係もぜひ福島県内だけでなく県外に

も実施していく。さらに国外に向けては様々な言語でこの情報を伝えていただきたい

と思います。その辺もぜひよろしくお願いします。 

【河津委員長】 

ありがとうございました。いつも出てくる話ですが、やはりせっかくここまでやっ

ているのにもっと情報発信したほうが良いのではないかと思います。以前にも意見で

出ていたと思います。だいぶ発信力は増えたかなと私自身は感じていますが、例えば

昨日の福島県環境創造シンポジウムに参加されたり覗いてみたという方はいらっし

ゃいますか。実は私自身も先週まで開催されるのが分からなかった状態で、昨日も高

校生の非常に良い発表や様々な発表があったり、タレントのなすびさんが出ているパ

ネルディスカッションがあったりと、いろいろな企画をされているけれど意外と知ら

れていない。その辺について実際に環境創造センタ－の方から何か言っていただけれ

ば。 

【鈴木総務企画部長兼企画課長】 

御意見ありがとうございます。情報発信につきまして様々な御意見、御指導等いた

だいております。昨日の環境シンポジウムにつきましても情報発信が足りなかったと

いう反省がございます。これにつきましては、アーカイブで発信するということで調

整しているところでございます。また、色々な情報発信のやり方があると思います。

参考資料２では新聞記事を出させていただいております。地元紙での情報発信が大事

かと考えており、その点については、（外部評価者の）田崎様からもアドバイスをい

ただいております。新聞社へ積極的に情報提供をし、昨年度より新聞等で情報発信を

することが出来ていると思っておりますが、まだ不足していると感じております。

色々なイベントがございますので、イベントで次のイベントを発信するなど、連携や

繋がりをもっと意識して情報発信をしていくべきであるとも感じているところでご

ざいます。また、御指摘いただいた英語版のページでございますが、海外への発信は、 

大変重要だと思っております。今年度に英語版のページができてまだ１ヶ月くらいに

なります。まず外国の方に見ていただかないと意味がありませんので、国際課や国際

交流協会に情報伝達し、見ていただくようにしまして、また色々な周知の方法を考え

ていかなければならないと思っております。言語を増やすことについては、アクセス

数等をみながら御指摘も踏まえて考えていきたいと思います。 

【河津委員長】 

アクセス数の話が出ましたが、アクセス数の推移や毎年変わってきている様子とい

うのはどうですか。 

【鈴木総務企画部長兼企画課長】 

  ホームページのアクセス数につきましては、昨年度はだいたい月 5,000ビュー、今

年度はだいたい月 7,000ビューでございます。色々改良したり、情報発信を WEBで発

信することもありまして、WEBを見ていただいている人の数は少し増えてきていると

思っております。 
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【河津委員長】 

ぜひリンクするところも増やしていただいて、すぐ環境創造センターのほうにリン

クできるような形にすれば、よりアクセス数も増えると思いますので検討していただ

ければと思います。他には何か御意見等ございますか。 

【佐藤（敏文）委員】 

今、コロナの時代ということで、ウィズ・コロナの対策として『おうち de コミュ

タン』が始まったと思いますが、チラシには３月２１日オンライン申し込みと書かれ

ていますがチラシの配付先はどうなっているか、３月６日から申し込みとなるが今ど

のくらい申し込みが来ているのか、これからはこのような周知などを強く打ち出して

いかないとコミュタンに来る人が減っていってしまうかなと。先程の課題の中でも、

コミュタンのリニューアルが必要ではないかと書かれてありますが、予算などの関係

もあると思いますので、企画の中で周知をしていくことが必要だと思います。現在の

考え方を述べていただきたいと思います。 

【鈴木総務企画部長兼企画課長】 

イベント規模の大小や予算によってチラシ等の配付のエリアを考えてございます。

コミュタンでの 10 名程度の体験イベントや展示につきましては、近隣の三春町や田

村市の公民館等へ周知する場合もございますし、大きなイベントでは、各市町村の教

育委員会さん等に配付させていただくこともございます。先程「おうち de コミュタ

ン」の話がございましたが、福島県内の小学３～６年生に「てとて」という広報誌が

学校で配られております。今年度の広報活動の一環として、この一面にコミュタンの

広告を出させていただいており、そこにおうちでコミュタンについても記載しており

ます。こういった広報にあわせて広報をする、１つの広告で２つ使用するというよう

な、イベントの時に次のイベントの広報をするということをしながら多くの人を集め

ていきたいと考えております。 

【加藤副所長】 

  補足としまして、ウィズ・コロナの時代となり、人が集まることを簡単に出来なく

なった時代に突入してしまったという風に考えております。今ワクチンなどで少しず

つコロナという障壁が下がっているとはいえ、どれくらい効果が出るかというのはや

はり長いスパンで考えなくてはならないと思っております。こうした中で、当館もイ

ベント等を通じた集客でコミュタンの来館者数を増やしてきている部分もございま

す。そういったいわゆる大型イベント・集客イベントが出来ずにコロナのことを考え

ると限定型でやらざるを得ない。そうした中で、どうやった形でコミュタンの認知度

を高めていくかということにつきましては、Webなどをうまく使いながら高めていく

必要があると考えております。その際にいろいろなアンケートを見ますと、高齢者の

方は新聞等から情報を得ている、若い人はどちらかというとネット・SNSから情報を

得ているというような、年齢に応じた特性や情報入手手段があることをよく分析しな

がら、どこにスポットを当てるのがいいのか、というところを考えて情報発信をして

いきたいと考えております。集客という概念について、実際に人をたくさん集めるの

が難しい。ならば、コミュタンのやっている活動を知ってもらうことについては「お

うち de コミュタン」のように Web でバーチャルに見てもらうことが有効な手段であ

りますので、将来的には来て見ていただくことが一番であると思いますが、それの経

過期間としてはそういったバーチャル、特に小学校では一人１台パソコンの時代にも

なってきていますので、例えば学習指導の中に放射線教室をやる際に、コミュタンの

バーチャルを見ていただくことで、遠隔地でなかなか来ていただけない方でもコミュ

タンのやっていることを知っていただく、それを通じて保護者の方には放射能教育と

はどんなものか知っていただく。そのような積み重ねをしながら今の状況下に呼応し
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ながら、集客だけでないバーチャルをうまく活用したコミュタンの活動を知っていた

だく努力をしていきたいと考えております。 

【河津委員長】 

情報発信以外でも、調査研究の内容等について普段思っていることや疑問等ありま

したら、ぜひ忌憚のない御意見、御質問をしていただければと思います。調査研究は

専門的な部分が多いですが、基本的には素朴なところから始まっていると思います。

「セシウムはどこに浸着していくのか、どこに巻き上がっていくのか」など身近な内

容で知りたいことなど、団体にこだわらず個人的に知りたい事でもありましたらぜひ。

今社会的な問題になっているのがトリチウムの問題が具体的にあるわけですが、トリ

チウムに関して何かありますか。トリチウムは今風評という話にほとんどなってしま

い、それぞれ理解が必要なのではないかと感じます。何かトリチウムで発言がありま

すか。たぶん不安に思っている人がたくさんいるかと思うのですが。 

【加藤副所長】 

処理水放出の話題につきましては本県においても大変重要な課題であります。今福

島県は処理水の問題については、国の方が風評対策を含めてしっかりとした対策を講

じた上で処理のあり方を徹底するというようなスタンスで、各種の場で発言をしてい

るというところでございます。そういった中で、我々といたしましてもトリチウムの

計測の研究をしていますが、そういった知見が決定された後のタイミングにおいて、

わかりやすく知らせる、生活圏に与える影響についてできるだけデータをかみ砕いて

知らせる、そういう役割が出てくるのではないかと考えております。ただ、今の段階

におきましては、まだ決まっているわけではないというところがありますので、我々

はさまざまな備えをしておきながらやっていかなくてはならないのかなと考えてい

ます。 

【河津委員長】 

環境創造センタ－で方針が決まるといった話では決してないですが、環境創造セン

タ－の中でやるとすれば、トリチウムの安全性であるとか、調査の方法であるとか、

その一環として例えば濃縮の話があるとして、いかに低いところで計測できるかなど

の研究は始まっていると思います。そういう役割分担が確かにあるかと思います。や

はりいずれにしても全体的にトリチウムの放出問題というのは、県民の中では非常に

話題になる話ですし、そこでどういう風に判断していくか、一つの話題性としてはあ

って然るべきものかなと感じています。 

 

 議題（２）令和３年度環境創造センター年次計画について 

 

  事務局（鈴木総務企画部長兼企画課長、町田研究部長、福原調査・分析部長兼環

境調査課長）から資料２により説明し、以下の質疑等があった。 

 

【佐藤（敏文）委員】 

調査研究の事業で、令和２年度の中間報告を見ると「海水の分析や海産物の分析を

行った（予定）」となっており、令和３年度を見るとそれが最初に記載がありますが、

トリチウムの問題は海に放出された時はどうなるのかおそらく誰もが心配するとこ

ろだと思います。ここに関してはある程度これに呈しながらわかりやすい方法でなに

か表現できればなと思いますので、今年は分析を行ったかどうか、来年必ず行うのか

どうか確認したいです。 
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【河津委員長】  

いかがでしょうか。魚のトリチウムの分析について、お願いします。 

【原子力機構飯島ディビジョン長】 

環境中の測定物質の分析方法の開発は、JAEAと福島県で協力してやっております。

今御質問にもありました魚の中の放射性物質の分析がなぜ重要かというと、海水の濃

度を低く抑えるということはもちろんですが、有機結合型トリチウム（ＯＢＴ）とい

うトリチウムが魚の中に溜まりやすいと言われています。２つの機関が協力して、ま

ずトリチウムを低い濃度まで測れること、有機結合型トリチウムもきちんと認識して

その濃度も測れること、特に海水だけでなく魚の中の濃度も測れるということで、今

技術開発を行っているところです。これまでも原子力機構は漁協さんから魚の試料を

提供いただいて、それを処理して技術開発をおこなっています。なお、今の段階では

魚の中のトリチウムは検出限界以下でございます。魚の試料を使って別にトリチウム

を加えて測定する手法の開発を進めており、今年度は福島県と協力して技術開発を行

っており、来年度も同様に協力して分析の技術開発を進めていく予定です。分析して

ほしい試料の依頼があったときに直ちに取りかかれるよう、我々と県とで技術開発を

進めているところです。 

【河津委員長】 

現在も、それから来年度に向けて研究開発を進めていくということでよろしいでし

ょうか。他にいかがでしょうか。 

【阿部（君江）委員】 

発信について感じたことですが、ここで言っている事業がとても重要で大変ですご

いことをやっているということを、ここに来て説明していただいて初めて分かります。

内容が難しいものですが、発信して相手に受け止めていただかないとその良さという

のが伝わりません。前回の会議において、発信方法がネットだけでは分かりづらい人

もいるのではないかと申し上げましたが、新聞掲載をしているということで、前回の

意見を取り上げて考えてくださったのかなと思い大変うれしかったです。末端の方と

いうのは、いろんな不安があったり風評を言ったり、わからないからこそ、そういう

言葉が出てくることが多いと思います。末端の方まで数多くの人が環境創造センター

の根っこの事業のことを知り理解してくだされば、誰も不安はないし当然風評被害な

ども起こらないのではないかと思います。新聞掲載という発信方法は本当によかった

と思います。 

【河津委員長】 

私も去年と比べて非常によくやられていると感じています。 

【髙野委員】 

今のことに関連してですが、他に情報発信の方法ということで、各市町村では毎月

広報誌などを発行していると思いますが、各市町村と調整をしていただき、広報誌の

一部分に情報を発信できないかと思います。高齢の方はインターネットを見てくださ

いと言われても、なかなかインターネットを見ることができません。広報誌ならば見

ることが出来るので、何らかの形で町の広報誌などに掲載していただければありがた

いなと私は思っております。 

【河津委員長】 

ありがとうございます。回覧板の１ページの市政便りや一緒に入ってくるチラシな

どなんでもいいですけれど、そういったちょっとしたところに載せておくだけでも、

非常に県民の方の目につきやすいと思います。 

【鈴木総務企画部長兼企画課長】 

わかりやすい情報発信が非常に大事だなと我々も認識しているところでございま
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す。先程申し上げたとおり、新聞での情報発信などどんどんやっていこうと思ってお

ります。御指摘いただいた地元の広報誌ですが、広報みはるにつきましては、コミュ

タンのイベントだけでなく環境創造センターとしての研究や取り組みといったもの

も載せていただいております。田村市につきましてはイベントの情報を掲載していた

だいております。南相馬市では定期的に放射線関係のリーフレットを作成しておりま

して、そこにも情報を提供しております。地元の広報誌ですので、載せていただける

かどうかは市町村に相談してみないと分かりませんが、委員からの御指摘があったこ

とも踏まえまして、身近なところでもコミュタンの情報を見ることができるよう情報

発信に取り組んでいきたいと考えております。 

【河津委員長】 

例えば、双葉町がやっと帰還が始まろうとしており、避難している人の目に触れる

機会として、広報誌は非常に重要だと思います。積極的に働きかければ取りあげても

らえるのではないかと思います。ぜひ考えていただきたい。 

 

１と２の議題ですが、それぞれ調査報告と来年度の計画案ということで、基本的に

は了承することでよろしいでしょうか。意見の中で調整することがあれば、私と事務

局のほうでの方で調整することでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

 

３ 報告 

（１）環境創造センター中長期取組方針フェーズ３事業の検討について 

 

  事務局（鈴木総務企画部長兼企画課長）から資料３により説明を行った。 

 

【河津委員長】 

ありがとうございました。今のことについてなにか御質問等ございますか。 

（質疑等なし） 

【河津委員長】 

お集まりいただきありがとうございました。環境創造センターの皆様には今日各委

員からただいた御意見等に関して、今後もぜひ考えていただきながら環境創造センタ

ーが効率よく運営できるようにお願いしたいと思います。 

 

４ 閉会 

 

以上 


