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環境創造センターフェーズ１～２事業成果（中間整理）（案） 

 

環境創造センター中長期取組方針（以下「中長期取組方針」という。）におけるフェ

ーズ２が令和３年度に終期を迎える。中長期取組方針「４ 事業の基本的考え方」にお

いて、「各フェーズの終了時に、環境創造センターが取り組んだ成果を分析・評価した

上で、次のフェーズ以降の方針を策定する。」とされていることから、フェーズ１～２

における事業成果や取り巻く環境の変化を踏まえたフェーズ３の方針策定を行うため、

フェーズ１～２の各事業における事業成果等を以下に記載する。 

 

 

１ モニタリング 

（１）事業方針 

  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 

    環境放射能モニタリングについては、国のモニタリング調整会議が定める「総

合モニタリング計画」及び福島県が定める「福島県の発電所周辺環境モニタリン

グ計画」に基づき、原子力発電所の周辺地域はもとより、県内全域においてきめ

細かに実施する。特に、原子力発電所周辺地域においては、令和４年（2022年）

度までの５年間を見据えた中長期的なモニタリングの方針である「福島県環境放

射能モニタリングの方針（平成 30年（2018年）２月 28日）」に基づき、廃炉作

業に応じたモニタリングを強化・拡充する等の具体的な計画を策定し、環境放射

能モニタリングの総合的な見直しを行いつつ、県民の安全・安心を確保するため

のモニタリングを継続していく。 

    また、きめ細かなモニタリングを実施するために、県民や地方公共団体等のニ

ーズ、専門家の意見、調査研究成果等を各種モニタリング計画に反映する体制の

構築・運用に取り組む。 

② 一般環境中の有害物質等モニタリングの実施 

一般環境中の有害物質等モニタリングについて、県庁関係各課が定める計画に

基づき着実に実施し、環境の保全及び県民の安全・安心に寄与する。 

また、中間貯蔵施設及び特定廃棄物埋立処分施設の本格稼働や大規模火力発電

所の運用開始に伴う大気汚染等の環境影響調査に取り組むとともに、水質汚濁の

未然防止を含む猪苗代湖の水質改善の対策を行うための調査等を調査研究事業

との連携により実施する。 

③ モニタリングデータの一元管理、解析・評価 

    環境放射能に係る各種モニタリングデータについては、県民や様々な機関が一

括して利用できるようにするため一元管理するとともに、調査研究事業とも連携

して、データの解析・評価を進める。 
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また、一般環境中の有害物質等のモニタリングデータについては、県庁関係各

課を始めとする関係機関との連携により、環境基準の達成状況等のデータの解

析・評価に取り組む。 

    さらに、新たな規制物質の追加や測定方法の改正等に速やかに対応できる体制

を構築するとともに、各種測定のトレーサビリティを確保するため、測定機器の

定期的な校正や測定方法を含めた精度管理を行う。 

④ 緊急時におけるモニタリング体制の構築・運用 

    環境放射能モニタリングについては、原子力災害対策指針に基づく緊急時モニ

タリング体制の構築・運用に取り組むとともに、原子力防災訓練やオフサイトセ

ンター（以下「OFC」という。）活動訓練等を通じて、体制の充実強化及びモニタ

リング要員の技能向上を図る。 

    帰還困難区域等において、林野火災等の突発的事象の発生により放射性物質の

飛散が懸念される場合には「避難指示区域における大規模火災時の緊急対策につ

いて（平成 24 年（2012年）３月 13日、平成 26年（2014 年）４月 30 日改定）」

に基づき、原子力災害対策本部が周辺における放射線モニタリングを実施するこ

とになるが、県としてもモニタリング要請があった場合には、調査研究事業と連

携を図りながら、モニタリングを実施する。 

また、一般環境中の有害物質等のモニタリングについては、環境汚染事故等の

緊急時における調査分析に迅速に対応できるよう、体制の充実・強化に取り組む。 

 

（２）事業計画 

   県民の安全・安心を確保するため、身近な生活環境や原子力発電所周辺の継続的

な環境放射能や一般環境中の有害物質等のモニタリングを実施するとともに、その

結果の管理及び情報発信を実施する。 

 

  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 

   ・全県的な放射能モニタリングの実施［福島県］ 

   ・原子力発電所周辺の空間線量率の測定の実施［福島県］ 

・環境放射能水準調査の実施[福島県] 

・県民ニーズに対応したモニタリングの実施[福島県] 

・原子力規制庁モニタリングの実施[JAEA] 

② 一般環境中の有害物質等モニタリングの実施 

 ・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］ 

 ・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］ 

 ・猪苗代湖のモニタリング調査の実施［福島県］ 

③ 環境放射能等モニタリングデータの一元管理、解析・評価 
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・環境放射能モニタリングデータの一元管理、解析・評価[福島県] 

・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] 

・環境放射能測定におけるトレーサビリティの確保[福島県] 

④ 緊急時環境放射線モニタリング体制の構築・運用 

・緊急時モニタリング体制の構築[福島県] 

・大規模火災対応等訓練[JAEA] 

・環境汚染事故用の緊急事態生の充実・強化[福島県] 

 

（３）事業成果 

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 

・国の「総合モニタリング計画」に基づく全県モニタリング及び「福島県の発電

所周辺環境モニタリング計画」に基づく原子力発電所周辺地域のモニタリング

並びに環境放射能水準調査を着実に実施した。 

・全県モニタリングにおいては、空間線量率の低減状況や放射性物質の検出実態 

に応じ、地方公共団体等の意向・要望も踏まえて適宜調査内容の見直しを行っ

た。 

・原子力発電所周辺地域のモニタリングでは、モニタリングポスト等の増設や分 

析の高精度化等の充実強化を図った（モニタリングポストを平成 29 年（2017 

年）度に３基増設、リアルタイムダストモニタを平成 28 年（2016 年）度に８

基、平成 29 年（2017 年）度に２基それぞれ増設。γ線放出核種分析は、平成

28 年（2016 年）度から事故前に行っていた測定方法を再開。平成 30 年（2018 

年）度から発電所周辺地域の大気水分中トリチウムの調査分析を再開。また、

廃炉作業における燃料デブリ取り出し開始時期が近づいていることから、放射

線及び放射性物質の漏えいを想定し、令和２年度から中性子線量率の測定及び

土壌中のウランの測定を追加。）。 

・平成 29 年（2017 年）春に発生した帰還困難区域内の林野火災において、環

境放射能等の緊急モニタリングを行った。 

・平成 30 年（2018 年）度から、中間貯蔵施設及び特定廃棄物埋立処分施設の

安全・安心確保のため、各施設周辺等の環境モニタリング（水質汚濁物質等も

含む）を新たに開始した。このように、県民ニーズに対応した環境放射能モニ

タリングを実施した。 

・JAEAでは、原子力規制庁の受託事業として継続的なモニタリング（空間線量率

測定や土壌、植物等の放射能分析等）を実施した。これらのデータは、原子力

規制庁において取りまとめられ、公表された。 
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② 一般環境中の有害物質等モニタリングの実施 

・大気汚染、水質汚濁等に関する調査分析を、県庁関係各課が定める事業計画に 

基づき着実に実施するともに、大気常時監視データ等の管理や解析・評価を行

った。また、環境汚染事故等緊急時における調査分析を迅速に行ったほか、鳥

インフルエンザ発生に伴う防疫措置時の周辺環境影響に係る分析体制を整備

した。 

・（再掲）平成 30 年（2018 年）度から、中間貯蔵施設及び特定廃棄物埋立処分 

施設の安全・安心確保のため、各施設周辺等の環境モニタリング（水質汚濁物 

質等も含む）を新たに開始した。 

・猪苗代湖及び流入河川の水質調査を継続的に実施した。 

③ 環境放射能等モニタリングデータの一元管理、解析・評価 

・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、速やかに放射線 

監視室等のホームページで公表したほか、「空間線量率マップ」を作成・公開

するなど分かりやすい情報提供に努めた。 

・公表資料は、関係機関等と連携を図りながら分かりやすい内容に随時改善を図 

った。 

・原子力発電所周辺地域のモニタリング結果については、福島県原子力発電所の 

廃炉に関する安全監視協議会モニタリング評価部会において、専門家の評価を

受けた上で公表した。 

・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常時監視データは、県（本庁、環境創造センター及び環

境放射線センター）及び関係 13 市町村における大型表示装置やホームページ

等においてリアルタイムで公表した。 

・有害物質等のモニタリング結果については、関係各課のホームページで公表し   

た。 

・環境放射線センター内の校正棟で、県の各機関が所有するサーベイメータ及び

個人線量計の校正を実施した。また、放射能分析精度管理事業を実施し、県内

分析機関の技能向上を図った。 

④ 緊急時環境放射線モニタリング体制の構築・運用 

・代替のオフサイトセンター（以下「OFC」という。）に指定された環境創造セン 

ター交流棟に緊急時用発電機を整備した（図 10）。 

・原子力防災訓練等に緊急時モニタリングの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モニタリング要員の技能向上を図っ 

た。 

・（再掲）原子力発電所周辺地域のモニタリングでは、モニタリングポスト等の 

増設や分析の高精度化等の充実強化を図った。 
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・（再掲）平成 29 年（2017 年）春に発生した帰還困難区域内の林野火災におい 

て、環境放射能等の緊急モニタリングを行った。 

・令和元年（2019年）度には台風 19号及び 10月 25日の豪雨に伴う浸水被害の

あった地域において、空間線量率の測定、泥土の放射能濃度の測定及び大気浮

遊じんの放射能濃度の測定を実施した。 

 

（４）－１ 事業評価（１次評価：福島県環境創造センター） 

  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 

国の「総合モニタリング計画」に基づく全県モニタリング及び「福島県の発電

所周辺環境モニタリング計画」に基づく原子力発電所周辺地域のモニタリング並

びに環境放射能水準調査を着実に実施し、県民の安全・安心の確保に寄与した。 

原子力発電所周辺地域のモニタリングは、モニタリングポスト等の増設や分析

の高精度化等の充実強化により、原子力発電所の監視強化が図られた。 

また、林野火災発生時の緊急モニタリングや中間貯蔵施設等のモニタリングな

ど、県民ニーズに対応したモニタリングを実施し、県民の安全・安心の確保が図

られた。 

今後は、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の状況等に応じ、事業内容

を適切に見直すこと、また、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を強化していくことが必要である。 

  ② 一般環境中の有害物質等モニタリングの実施 

大気汚染、水質汚濁等に関する調査分析を、県庁関係各課が定める計画に基づ

いて着実に実施するともに、環境汚染事故等緊急時における調査分析を迅速に行

うことができた。 

また、猪苗代湖及び流入河川の調査を継続的に行うことにより、水質の実態及

び経年変化を把握することができた。 

③ 環境放射能等モニタリングデータの一元管理、解析・評価 

モニタリングデータにより「空間線量率マップ」等の公表資料を作成するとと

もに、モニタリングポストによる常時監視データは、放射線監視室のホームペー

ジ等においてリアルタイムで公開できた。モニタリングの結果は、放射線量や放

射性物質の分布状況の中長期的な把握に寄与するとともに、周辺住民等の被ばく

線量の推定及び評価、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が

図られた。 

また、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も活用が図られた。公表に当たっては、県民ニ

ーズを踏まえ、より分かりやすいものとなるよう改善を図っていくことが今後の
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課題である。 

環境放射線センター校正棟において計測器の校正を行うとともに、放射能分析

精度管理事業を実施し、モニタリングデータの信頼性の向上が図られた。 

有害物質等のモニタリングデータを公表することにより、県民の安全・安心に

資することができた。 

④ 緊急時環境放射線モニタリング体制の構築・運用 

原子力防災訓練等に緊急時モニタリングの中核機関として参加し、緊急時モニ   

タリング体制の構築・検証及びモニタリング要員の技能向上が図られた 

  平成 29年４月 29日に発生した浪江町井出地区十万山の林野火災を受けて、ダ

ストサンプラによる大気浮遊じんのサンプリングや可搬型モニタリングポスト

による空間線量率の測定など、緊急時モニタリングを行うとともに、モニタリン

グポスト等の監視を強化した。 

令和元年度には、台風 19 号及び 10 月 25 日の豪雨に伴う大規模な浸水被害の

あった地域において、放射性物質による生活環境への影響が懸念されたことから、

10 月 23 日～同年 11 月 25 日までに空間線量率の測定（13 地点）、河川の氾濫に

伴い流入した泥土の放射能濃度の測定（10 地点）及び大気浮遊じんの放射能濃

度の測定（13地点）を実施した。 

環境汚染事故等の緊急時体制については、公共用水域や地下水等の汚染事案に

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すること

ができた。 

 

（４）－２ 事業評価（２次評価【環境放射能関係：●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 産業集積部廃炉関連

産業集積課課長代理）】、【有害物質関係：■中野和典（日本大学工学部教授）】 

  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 

● 環境放射線モニタリングについては、着実に実施されてきているとともに、 

監視測定体制の充実強化が図られてきており、評価は概ね適切と考えますが、 

廃炉安全監視協議部会に報告された測定データ処理の誤り等に関しても、再発

防止対策が講じられ、品質保証の向上が図られていることを記載することも検

討して頂きたい。 

② 一般環境中の有害物質等モニタリングの実施 

■ 大気汚染に関して、16 測定局で有害物質の常時監視が行われているほか、

廃棄物焼却炉等の排ガスのダイオキシン類や建物解体作業現場周辺の大気中

のアスベスト濃度のモニタリングが実施されている。 

■ また、「水質測定計画」に基づく地下水調査や、工場排水や最終処分場の放

流水等の有害物質等が測定されている。このほか、中間貯蔵施設等に関する調
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査として、放流水の有害物質等の測定が行われ、火力発電所の立地に伴う環境

影響基礎調査や猪苗代湖の水質モニタリングとして各種調査が実施されてい

る。 

■ 以上の成果より、県庁関係各課が定める計画に基づいた一般環境中の有害

物質等モニタリングが十分に実施されていることが確認できた。大気汚染、水

質汚濁等の実態と経年変化の把握のためには、今後も継続してモニタリング

を実施していくことが必要である。 

③ 環境放射能等モニタリングデータの一元管理、解析・評価          

● 県のモニタリング方針に基づく計画等の策定や見直しの検討に際して、環境

創造センターとして果たした役割や貢献について、もっと具体的に記載するこ

とも検討して頂きたい。  

■ 一般環境中の有害物質等のモニタリングデータの管理については、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・評価が実施された。 

■ 以上の成果より、有害物質のモニタリングデータの一元管理と解析・評価が

有効に実施され、正確な分析を行うための支援策の運用が十分になされ、県民

のニーズに貢献する情報の開示状況についても確認することができた。今後は、

公表したデータの分かりやすさなどを問うアンケートなどを通じた県民目線

による評価と改善が必要ではないか。 

④ 緊急時環境放射線モニタリング体制の構築・運用 

■ 環境汚染事故等の緊急時体制の充実・強化については、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水質等の調査分析を実

施されている。 

■ 特に、令和２年度は地下水汚染が判明した際、周辺住民の井戸について、健

康被害防止のための水質検査（183 検体）が実施されている。 

■ 以上の成果より、環境汚染事故等の緊急時には、モニタリング体制の維持・

運用が図られており、実際に発生した地下水汚染事案に迅速に対応できたこと

で、緊急時におけるモニタリング体制の運用にも問題がないことを確認できた

と言える。引き続き同様の方策を継続して、緊急時に備える必要がある。 
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（５）参考 

モニタリング事業における他機関との連携イメージ 
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２ 調査研究 

（１）事業方針 

   ①放射線計測 

    東京電力㈱福島第一原子力発電所事故（以下「原子力発電所事故」という。）

が周辺に与えた影響の把握、長期に及ぶ廃炉・汚染水対策や汚染廃棄物等の処理

等が周辺環境に与える影響の把握、緊急時のモニタリング等に対応するための分

析・測定技術の開発・高度化が必要である。また、避難指示区域の解除に伴う住

民帰還に資するため、被ばく線量、放射性物質の移動等に関する調査結果や精度

の高い予測、被ばく線量を低減するための情報等が必要である。 

    このため、分析・測定技術の開発として、フェーズ１で開発・検討した技術の

活用、分析試料に応じた最適化、測定結果の妥当性検証、さらなる技術の高度化

等について、廃炉・汚染水対策の状況等の社会的ニーズを見極めながら取り組む。

また、被ばく線量等の評価手法・モデル開発として、フェーズ１で開発された被

ばく評価モデルの検証を進め、高度化に取り組む。 

    これら取組は、環境動態部門をはじめとした他の部門、モニタリング事業をは

じめとした他事業において展開し、活用を進める。また、災害等の緊急時におい

ても、各部門、各事業等と連携しながら、放射性物質が周辺環境へ与える影響の

把握に努める。 

 

   ②除染・廃棄物 

    除染については、帰還困難区域を除く地域の面的除染終了後の県民の放射線に

対する不安軽減に資する科学的知見の充実や特定復興再生拠点区域の整備に伴

う除染等に対応するための市町村等への技術的な支援が必要である。 

    また、除去土壌等については、仮置場における保管及び輸送の安全性確保に加

え、仮置場の原状回復、中間貯蔵施設稼働後の長期管理、県外最終処分に向けた

減容化や再生利用等に関する対応が引き続き必要である。さらに、汚染廃棄物等

についても、最終処分場での長期管理をはじめとした、適正処理に関する技術的

課題への対応が引き続き必要である。 

    このため、除染等に関する継続的な技術支援として、国や市町村等への除染シ

ミュレーションの適用を踏まえたシステムの高精度化と動態研究等への実装を

行うほか、除染後の陸域及び陸水域における空間線量率等の変化を踏まえた効果

的な放射性物質対策の検討、仮置場における除去土壌等の搬出後の原状回復を含

めた適正管理手法の確立に取り組む。また、廃棄物等の適正処理・再生利用技術

の確立として、廃棄物最終処分場及び中間貯蔵施設における放射性核種の挙動把

握及び適正処理技術の確立、放射性物質による汚染地域で発生する廃棄物・副産
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物の処分・再生利用を放射線リスクに応じて合理的に選択するツールの開発、除

染後のバイオマスの利活用を促進するための技術開発等、除去土壌等や汚染廃棄

物等の保管、中間貯蔵、減容、再生利用及び処分に関する調査研究に取り組む。 

    これら取組は、フェーズ１において開発された技術、得られた知見を活用しつ

つ行う。また、環境創造部門における被災地復興支援の取組と連携するほか、情

報収集・発信事業をはじめとした他事業、行政機関等とも連携しながら効果的に

進める。 

 

   ③環境動態 

    避難指示の解除に伴う住民帰還や廃炉・汚染水対策の進展等に伴い、多様化す

る県民の安全・安心に関する知見のニーズに長期にわたり応えるため、生活環境

及び生態系への放射能汚染による直接的、間接的な影響評価と、それに基づく生

活環境リスク管理手法並びに環境・生態系回復手法の検討と構築を長期的に進め、

知見のより一層の集積と精緻化を図ることが必要である。 

    このため、移行挙動評価として、河川流域圏における溶存態放射性セシウムの

生成メカニズム解明等の放射性セシウム動態の詳細把握、放射線計測部門と連携

した発電所近傍でのその他放射性核種を含めた汚染実態把握等に引き続き取り

組むとともに、移行モデルにおいて、移行挙動評価において得られた知見を活用

し、放射性セシウム移行モデルの高度化に取り組む。また、生態系への影響評価

として、放射性セシウムの野生生物への移行解明、生物相に対する住民避難によ

る無人化の影響評価を引き続き行い、得られた成果を活用し、個体群動態予測モ

デルの構築等に取り組む。さらに、野生生物の保護管理に資する研究、土地利用

変化や自然災害等による影響の評価・予測研究等に取り組む。これら成果を基に、

生活環境及び生態系への放射能汚染による直接的、間接的な影響評価を可能とす

る評価システム・データベースの整備に取り組むほか、中長期的なモニタリング

体制の構築、災害等の緊急時における初動・初期の環境調査手法及び環境管理手

法の整理を目指す。 

    これら取組は、放射線計測部門での開発技術の活用や環境創造部門による被災

地復興支援の取組と連携するほか、情報収集・発信事業をはじめとした他事業、

行政機関等とも連携しながら効果的に進める。 

 

   ④環境創造 

    福島の復興及び再生が着実に進展する中、福島においても第五次環境基本計画

に掲げる地域循環共生圏を創造していくため、県民が将来にわたって安心して暮

らせる美しく豊かな環境の創造に向けて、環境保全や環境に配慮した持続可能な

地域づくり、強靱な社会づくり等の研究を引き続き行うことが求められている。
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また、これらの研究成果について、統合的手法を用いながら被災地をはじめとし

た県土の環境回復と未来志向に立った持続的な地域環境の創造に貢献すること

が必要である。 

    このため、持続可能な地域づくりとして、環境創生型の復興実現のための将来

シナリオ開発、エネルギー事業支援に関する研究、災害地域での森林利活用モデ

ルの改良等に取り組むとともに、強靭な社会づくりとして、災害廃棄物や化学物

質等による環境リスクを管理するための技術や行政的なマネジメント手法の開

発、検証等に取り組む。また、自然豊かなくらしの実現として、猪苗代湖内の物

質フロー、ストック等の量的評価、森林・生態系管理手法の確立に取り組む。さ

らに、平成 30 年（2018 年）６月に閣議決定された「統合イノベーション戦略」

の考え方である「データ連携基盤の構築」や「論理的筋道、時間軸等を示し基礎

研究から社会実装・国際展開まで」との考え方を念頭に置いて、この部門におけ

る統合イノベーションの創出として、地域創生のためのコミュニティ・キャパシ

ティビルディング（地域社会に関わる人々がある目標を達成するために必要な能

力を構築・向上させる）手法開発、地域環境情報システムの更新や実証運用によ

る地域環境の将来予測、正確で分かりやすい情報発信のあり方の検討等に取り組

む。 

    また、これら取組は、環境動態部門をはじめとする他の部門、情報収集・発信

事業をはじめとする他の事業、行政機関等とも連携しつつ効果的に進める。 

 

（２）事業計画 

   ①放射線計測 

    中区分課題 分析・測定技術の開発 

    研究課題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] 

     【フェーズ１】 

     ○分析・測定法に係る情報収集・整理 

     ○分析・測定機器(ICP-MS を用いたストロンチウム-90 分析法、クリプトン

-85 採取法、トリチウム電解濃縮法、有機結合型トリチウム(OBT)分析法、

純ベータ線放出核種分析のためのプラスチックシンチレーションカウン

タ、KURAMA-Ⅱをベースとした歩行サーベイ機器、UAV を用いた空間線量率

測定法)の導入 

     ○分析・測定機器の試験運用 

     ○クリプトン-85 の連続測定技術の適用可能性の検証（フェーズ１で終了） 

     ○KURAMA-Ⅱをベースとした歩行サーベイ技術の確立 
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        【フェーズ２】 

         ○分析手法の精度確認（標準試料分析、相互比較分析） 

         ○UAV を用いた空間線量率測定結果の解析法の構築 

         ○歩行サーベイ機器の利活用の促進 

 

    研究課題②：放射能分析技術の高度化[JAEA] 

    【フェーズ１～２】 

     ○魚や動物の骨や歯に含まれる Sr-90を迅速に測定する手法開発、高度化に

向けた改良及び環境試料分析 

     ○環境試料中に含まれるヨウ素やテクネチウムなどの難測定核種を対象と

した、質量分析装置などを用いた高感度かつ迅速な分析手法の検討 

     ○OBT分析のための前処理工程を簡素化迅速化した手法の開発及び環境試料

の分析 

     ○他分析機関等との相互比較試験を通じた妥当性の確認 

 

    研究課題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] 

    【フェーズ１～２】 

     ○復興再生拠点のモニタリング方法の確立と実施 

     ○陸上・海底のモニタリングの確実な実施 

     ○逆問題手法及び機械学習による放射線換算手法の基礎アルゴリズム開発

及びパラメータ取得のための現場データ取得 

     ○βγ弁別型測定用 PSFのキャリブレーション試験及び長期環境試験 

     ○次世代無人観測船による運用手法の開発 

     ○総合モニタリング計画改定のための技術的知見の整理 

 

    中区分課題 被ばく線量等の評価手法・モデル開発 

    研究課題①：モニタリング結果の評価・活用に関する研究[福島県] 

    【フェーズ１】 

     ○わかりやすい情報発信手段の検討 

     ○線量分布マップの試作 

     ○モニタリング結果に係るデータベースの構築 

    【フェーズ２】 

     ○線量分布マップの作成 

     ○モニタリング結果に係るデータベースの構築 
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    研究課題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] 

    【フェーズ１】 

     ○流域規模の陸域動態モデルやコンパートメントモデル及び深度移行モデ

ルの開発 

     ○線量率解析ツールの開発 

    【フェーズ２】 

     ○溶存態セシウムの生成起源に関してモデルを用いた感度解析を実施 

     ○陸水生態系に関する評価 

     ○森林や市街地での線量率分布の精緻化のため、地形、建物、樹冠高さなど

のデータの自動認識ツールの開発 

     ○開発したツールの代表的な地域への適用・検証 

 

    研究課題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] 

    【フェーズ１～２】 

     ○地衣類中の放射性セシウム濃度の時間変化の把握および放射性セシウム

の初期沈着量評価 

     ○固相分析装置等を活用した地衣類中の放射性セシウムの沈着挙動・化学種

の評価手法の開発 

     ○歩行サーベイによる山地森林内の線量率データ取得 

     ○山地森林内の線量率データ解析および線量率に影響する要因の検討 

     ○コケバッグを用いた簡易モニタリング法の検討及び観測条件の影響評価 

     ○コケバッグモニタリングの実用化を目指した基本的観測パッケージの構

築 

     ○大気浮遊物質の空間分布と放射能量との関連性提示のための現場観測法

の開発 

 

    研究課題④：生活圏における放射性物質のばく露評価[NIES] 

    【フェーズ１】 

     ○避難地域の生活環境中の放射性セシウムのモニタリング 

     ○被ばく線量推計モデル構築と包括的な被ばく線量評価と予測 

     ○曝露係数整備 

    【フェーズ２】 

     ○環境動態モデルと曝露モデルを組み合わせた内部被ばく線量評価 

     ○帰還後の生活環境中放射性セシウムモニタリングとキャラクタリゼーシ

ョン 
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     ○自家採取食物摂取による内部被ばく線量評価 

     ○災害時、災害後の生活環境モニタリング 

 

 

   ②除染・廃棄物 

    中区分課題 除染等に関する継続的な技術支援 

    研究課題①：放射性物質対策の効果持続性の把握［福島県］ 

    【フェーズ１】 

     ○河川・湖沼等における放射性物質対策の整理及び実地検証 

     ○福島県民の水環境に対する意識とその要因等に関する研究 

     ○汚染状況重点調査地域における住宅除染の実施状況や課題の整理 

     ○除染の効果に差異が生じる要因に関する事例的な検討 

     ○除染が完了した施設における除染効果の持続性把握 

    【フェーズ２】 

     ○河川敷や公共施設等における空間線量率等のモニタリング 

     ○放射性物質の蓄積状況及び空間線量率の変化状況の把握とその要因の解

析 

     ○必要に応じた放射性物質対策の検討 

 

    研究課題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-「除

染活動支援システム（RESET）」の適用性確認と高精度化-［JAEA］ 

    【フェーズ１】 

     〇RESET によるシミュレーション結果の国・自治体への提供 

     〇RESET の普及活動 

     〇調査研究で得られた知見を取り込むことによる RESET の高度化 

    【フェーズ２】 

     〇RESET によるシミュレーション結果の国・自治体への提供 

     〇RESET の普及活動 

     〇特定復興再生拠点区域の除染シミュレーション 

 

    研究課題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］ 

    【フェーズ１】 

     〇仮置場資材の耐久性評価等 

     〇仮置場での搬出入、保管段階における放射線影響評価 

     〇仮置場設置に係る住民合意形成手法の検討 
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    【フェーズ２】 

     〇仮置場資材の長期耐久性評価等 

     〇仮置場跡地の原状回復における課題対応 

     〇仮置場での原状回復段階における放射線影響評価 

 

    研究課題④：放射性セシウムの移動抑制技術開発［JAEA］ 

    【フェーズ１】 

     〇農業用水路における現実的な放射性セシウムの低減対策の立案 

 

    中区分課題 廃棄物等の適正処理・再生利用技術の確立 

    研究課題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］ 

    【フェーズ１】 

     〇一般廃棄物焼却灰からの放射性セシウム溶出特性の把握 

     〇粘土鉱物の混練による一般廃棄物焼却灰からの放射性セシウム溶出抑制

効果の確認 

     〇一般廃棄物焼却施設でのゼオライトと消石灰との混合薬剤の吹き込みに

よる一般廃棄物焼却灰からの放射性セシウム溶出抑制効果の確認 

    【フェーズ２】 

     〇一般廃棄物焼却灰からの放射性セシウム溶出抑制技術の実用化検討 

     〇一般廃棄物埋立処分場の浸出液からの放射性セシウム除去技術の検討 

 

    研究課題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］ 

    【フェーズ１～２】 

     ・除染廃棄物等の熱処理施設における放射性 Cs及び Sr の挙動を調査し、そ

れらの化学形態を推定する。また、放射性 Cs を除去するための熱処理技

術及び除染廃棄物の焼却シミュレータを開発する。中間貯蔵施設の灰溶融

処理施設の安定運転に必要となる灰の迅速組成分析技術を開発する。福島

県内のバイオマス利活用に関して、栽培過程での放射性 Cs の大型草本資

源作物への移行、資源作物の単独メタン発酵の技術開発及び発酵における

放射性 Cs の挙動解析を行う。また、バーク等の性状分析及び木質バイオ

マス燃焼発電施設における Csの挙動に関する調査を行う。 

     ・熱処理としてセメントキルンを用いた焼却灰と土壌からのクリアランスレ

ベルへの除染と、生成物であるセメントの実用性について、小型回転式電

気炉および模擬汚染物を用いたパイロットスケールの実験により実証す

る。さらに熱処理による濃縮飛灰に含まれる可溶性 Cs をクロマトグラフ
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濃縮し、安定化体とする技術開発を行う。個別の減容化・安定化技術を最

終処分までのシナリオについて、環境放射能除染学会に研究会を設置し検

討する。 

 

    研究課題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］ 

    【フェーズ１】 

     〇一般廃棄物焼却灰の埋立状況と放射性セシウム浸出状況の関連性の調査 

     〇震災前後での廃棄物等の処理、再生利用状況に関する実態調査 

    【フェーズ２】 

     〇一般廃棄物埋立処分場における放射性セシウムの処分場内挙動予測 

     〇廃棄物処理施設に搬入される廃棄物の簡易分析法の検討 

     〇バークの焼却や燃料等利活用時の環境安全性評価 

 

    研究課題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］ 

    【フェーズ１～２】 

     ・放射性物質による汚染地域で発生する廃棄物・副産物が処理処分や再生利

用のために流通するに伴う Cs のフロー・ストックを定量化し、データベ

ース化すると共に、森林・陸水等の Cs動態モデルとの接続を行う。 

     ・放射性 Cs の測定モニタリング管理手法について、現行の方法を評価する

とともに、媒体に対応した測定方法の検討・開発を行う。放射性 Cs 以外

の重要なα線β線核種について、測定方法を検討・開発する。また開発し

た測定方法を適用して放射性核種の廃棄物処理過程での挙動解明につな

げる。 

 

    研究課題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］ 

    【フェーズ１～２】 

     ・特定一般廃棄物や指定廃棄物等の最終処分における安全性を確保するため

の技術的な検討を進める。また、除去土壌や溶融スラグの貯蔵や有効利用

時の環境安全性に係る一連の研究と同時に、改質除去土壌の工学的な挙動

についても評価する。 

     ・遮断型相当の処分施設コンクリートの耐久性確保（特にアルカリ骨材反応

(ASR)に着目）のための指針を得る。実コンクリートの汚染調査とセメン

トと放射性核種の相互作用の基礎研究により、施設コンクリートへのセシ
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ウムとストロンチウムの長期的浸透予測を高度化する。 

     ・吸着剤を用いた連続的なモニタリングシステムを開発し、埋立地浸出水中

の低濃度域の放射性セシウムの検出を行う。 

 

    研究課題⑥：除去土壌等の分別・減容等処理技術開発［JAEA］（フェーズ１で

終了） 

     〇除去土壌による磁器分離試験 

     〇草木類の加溶媒分解試験 

 

 

   ③環境動態 

    中区分課題 移行挙動評価 

    研究課題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] 

    【フェーズ１～２】 

     ○阿武隈川流域及び浜通り主要河川におけるモニタリングを実施する。 

     ○広瀬川流域において、観測網の整備及び TODAMモデルを用いたシミュレー

ションを実施する。また、口太川流域への TODAMモデルを用いたシミュレ

ーション適用のための準備を行う。 

     ○浪江町十万山で発生した山林火災の跡地においてモニタリングを実施す

る。 

     ○山林火災や豪雨等の河川動態への影響把握のための観測体制を構築する。 

     ○必要に応じて、農業用水等の他の水圏での事業に対する情報提供を行う。 

 

    研究課題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] 

    【フェーズ１～２】 

     ○様々な森林環境における放射性セシウム移行量の長期観測 

     ○山菜・樹木等の林産物の放射性セシウム移行メカニズムに関する調査研究 

     ○森林内の線量評価に係る基礎データ取得に関する現地調査および数値解

析 

     ○森林内の溶存態放射性セシウム生成・供給メカニズムに関する調査研究 

     ○自然災害や除染等の人為的介入による放射性セシウム移行挙動への影響

評価 
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    研究課題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] 

    【フェーズ１～２】 

     ○河川・ダム・溜め池・河口沿岸域及び生活圏の継続モニタリング 

     ○源頭域や底質からの溶存態放射性セシウムの供給メカニズムに関する調

査研究 

     ○水産物への放射性セシウムの移行メカニズムに関する調査研究 

 

    研究課題④：固相－核種相互作用及び放射性物質の捕捉・吸脱着メカニズム解

明[JAEA] 

    【フェーズ１～２】 

     ○微量放射性核種の簡便・迅速分析手法の検討（Sr-90、有機結合トリチウ

ム、Cs含有粒子中核種等） 

     ○河川・海水中の放射性核種含有固相、放射性セシウムを高濃度で含む粒子、

樹皮・地衣類に残存する初期沈着固相等の特性評価 

     ○表土中の放射性核種濃度の深さ分布評価と核種含有固相の分析 

     ○固相分析装置を用いた微量放射性核種の分析手法の検討（多価イオン） 

     ○天然環境下におけるストロンチウムやランタノイド、アクチノイド核種に

ついての吸着特性評価 

 

    研究課題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] 

    【フェーズ１～２】 

     ○高線量森林流域を対象に溶存態を主とする生物利用性放射性セシウムの

流出特性評価を目的として、自動連続水文観測、平水時並びに降雨時にお

ける河川水採取とその水質測定、野外実験を実施し、得られた測定データ

を用いた流出解析を行う。 

     ○河川流域における懸濁態放射性セシウムの発生源評価を目的として、河川

水文自動連続観測、降雨流出時の河川水ならびに流入ダム湖での不攪乱底

泥コアの採取、それら試料の物理的、化学的性状分析を実施する。 

     ○ダム湖底泥からの放射性セシウム溶出特性評価を目的として、現地観測な

らびに採取した不攪乱底泥コア試料を用いた室内溶出実験と、底泥試料を

用いた吸着形態別放射性セシウム分析を行う。 

     ○市街地における溶存態放射性セシウムの流出挙動評価を目的として、市街

地下水道幹線での自動連続水文観測と下水採取、水質測定を実施する。 
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    研究課題⑥：放射性セシウムの生物移行特性評価と将来予測[NIES] 

    【フェーズ１～２】 

     ○福島県浜通り地方北部河川水系を中心に、淡水生態系における放射性セシ

ウム汚染ならびに移行実態の把握を目的として、河川やダム湖において季

節別の水生生物調査ならびに採取試料の放射能や各種化学分析、取得デー

タを用いた統計解析を行う。さらに、魚への詳細移行メカニズム解明のた

め、安定同位体測定や分子生物学的手法を用いた食性解析を行う。 

     ○土壌中の生物利用性セシウムの消長を考慮した移行指標を確立し、汚染状

況の地理的特性を明らかにすることを目的として、汚染状況の異なる山地

域で山野草等ならびに生育土壌の採取調査を実施する。さらに、汚染状況

の推移を明らかにするために、移行指標をパラメータとした生態系モデル

の改良と適用を図る。 

 

    中区分課題 移行モデル 

    研究課題①：陸水域動態モデルの開発[JAEA] 

    【フェーズ１】 

     〇河川・ダム湖・溜め池から河口域に至るまでの陸域・水域における土砂粒

子・放射性セシウムの流出・堆積挙動を予測する評価システムを開発する。

また、線量率予測ツールを開発する。 

    【フェーズ２】 

     ○陸域・水域での放射性セシウム動態モデルに対し、数値解析誤差の低減な

ど解析精度の向上を図るとともに、代表的な流域に適用し検証を行う。 

 

    研究課題②：流域圏における多媒体環境モデリング[NIES] 

    【フェーズ１～２】 

     〇流域圏を中心に大気、陸域、沿岸海域における放射性物質の環境動態の中

長期的な予測を進め、中長期的に亘る戦略的なモニタリングにも資するよ

り確からしい将来予測を実施する。また、関心の高い事故直後の環境挙動

や初期被ばくの実態解明を進める。 

 

    研究課題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] 

    【フェーズ１～２】 

     〇環境モニタリングデータの整備 

     ○調査・解析で得られる新たな知見の根拠情報 Q＆Aサイト（ウェブサイト）

への公開・継続的な更新。 
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    中区分課題 生態系への影響把握 

    研究課題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] 

    【フェーズ１】 

     〇野生動物体内における放射性核種の動態調査 

    【フェーズ２】 

     ○野生動物体内における放射性核種の動態調査 

     ○野生動物のモニタリング手法開発・行動・利活用調査 

     ○避難指示区域及びその周辺地域における狩猟鳥獣の生息状況調査 

 

    研究課題②：放射線等の生物影響評価[NIES] 

    【フェーズ１～２】 

     〇植物培養細胞による野外での DNA損傷影響評価と、帰還困難区域における

DNA 変異蓄積リスクマップの作成を行う。 

     ○福島県内で捕獲した野生アカネズミのゲノム解析を行い、対照区（青森県

及び富山県）で捕獲された個体群との比較により、福島県内の野生アカネ

ズミにおける繁殖影響および DNA変異蓄積の有無を評価する。 

     ○津波被害を受けた地域において潮間帯の生物相を網羅的に調査し、影響が

見られた生物への放射性物質及び化学物質ばく露試験を行う。 

 

    研究課題③：生態系の実態把握と回復研究[NIES] 

    【フェーズ１～２】 

     〇獣害や身近な自然の指標となることが想定されるほ乳類、鳥類、カエル類、

昆虫類、土地利用の野外モニタリング調査の実施及びデータ整備・公開を

進める。 

     ○野生生物の分布情報を分析することで、避難指示が生物分布に及ぼす影響

について解明する。 

     ○営農再開を意識した鳥類や昆虫類等の調査手法の開発・改良を進める。 

 

 

   ④環境創造 

    中区分課題 持続可能な地域づくり 

    研究課題①：生活・環境・産業が調和した将来復興ビジョン構築[NIES] 

    【フェーズ１～２】 

     ○分析の基盤として福島県内の環境・社会・経済に関する情報(避難地域の

復興状況を含む)を収集して地域空間データベースを構築する。環境・社
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会の様々な課題を解決し、環境創生型の復興を中長期的に実現していくた

めの定量的な将来ビジョンの構築手法を開発する。そのため地域統合評価

モデルの空間的な詳細化と土地利用・農業・生態系等の関連分野へ拡大す

る。福島県内の自治体において開発した手法を適用し、利用可能性の検証

を行う。阿武隈川流域及び浜通り主要河川におけるモニタリングを実施す

る。 

 

    研究課題②： 

    フェーズ１：復興グランドデザインと整合したまちづくり事業の計画支援に関

する研究[NIES] 

    フェーズ 2：地域環境資源を活かしたまちづくり拠点の創出[NIES] 

    【フェーズ１～２】 

     ○新地町や三島町を対象として、分散型エネルギーシステムの計画支援フレ

ームワークを構築するとともに、再生可能エネルギー導入が地域全体の経

済や雇用へ波及する効果を検討することが可能なようにシステムの拡張

を行う。また、新地町や三島町での分析により得られた知見および福島県

を中心とした被災地等で進む再生可能エネルギーによる持続可能な地域

づくりの実践により得られた知見を、他の地域においても水平展開するた

めのデザインガイドライン及び、それを後進地域において活用するための

手法の開発に着手する。 

 

    研究課題③：バイオマスを利用した地域創生型地域づくり[NIES] 

    【フェーズ２】 

     ○統合型バイオマス利活用モデル（BaIM）を開発・改良し、モデルパラメー

ターの最適化を行い、精度向上を行う。また、林種の変更や生態系保全等

と行った場合のシナリオ分析を BaIM で行い、生態系研究や再生可能エネ

ルギーシステム設計研究と連携し、具体的な木質バイオマス利活用拠点を

想定した長期的なバイオマス需給予測とその影響評価予測を行う。 

     ○より精密な予測が求められている資源量、生産コストについて精度向上を

図る研究を行う。また全国的に素材生産量が高まったため、伐採後の再造

林の処置についての研究が求められており生態系研究と連携し、2030年、

2050 年に向けた森林の林種、樹種ゾーニングの検討に着手する。またエ

ネルギー拠点事業を見越した奥会津における具体的な木質バイオマス利

活用拠点を想定したバイオマス需給予測を行う。 
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    中区分課題 強靱な社会づくり 

    研究課題①：研究課題①：災害廃棄物の統合マネジメントシステムの構築［NIES］ 

    【フェーズ１～２】 

     ○過去の種々の災害事例を調査分析し、一部の実証研究とこれまでのプロセ

ス研究の成果も踏まえて体系的に整理する。 

     ○小規模自治体における災害廃棄物処理マネジメントの事例を調査・分析し、

被災地や災害状況に応じた災害廃棄物処理マネジメントの在り方を示す。

廃棄物処理システムのレジリエンスを評価するツールの開発を進め、地域

の実情やねらいに応じて災害廃棄物対策を検討できる機能を追加し、自治

体における試行を経て実装を目指す。災害廃棄物情報プラットフォームに

ついて、自己学習用の動画や処理計画のデータベースを開発するとともに、

市民向け広報の在り方を検討し、コンテンツの検討を進める。 

 

    研究課題②：災害に伴う環境・健康のリスク管理戦略［NIES］ 

    【フェーズ１～２】 

     ○災害・事故に伴って想定される排出・流出の可能性と排出シナリオの調査、

災害・事故等に対応するための緊急時モニタリングにかかわる分析法開発

の課題を進める。 

     ○現実の環境調査経験を蓄積するため陸域および海域の実証的現場調査の

課題を進める。 

     ○本テーマに関連する環境研究総合推進費平成 30 年度戦略的研究開発課題

（S-17）などを生かして連携研究機関との共同研究を進める。 

 

    中区分課題 自然豊かなくらしの実現 

    研究課題①：猪苗代湖の水環境に関する研究[福島県] 

    【フェーズ１～２】 

     ○はじめに、必要なデータ収集機器の整備を行うとともに、福島県が過去に

収集した水質モニタリングデータを活用し、水質の長期変動傾向を明らか

にする。次いで、猪苗代湖及び流入河川の定期的な調査及びロガー観測を

行うことにより、水質の現状について把握する。得られたデータから、有

機物動態の解析や河川からの負荷量の算定等を行い、汚濁負荷原因等の検

討を行う。また、水質シミュレーションモデルを構築するために必要な湖

水流動に関するデータの収集を開始する。さらに、猪苗代湖の湖岸及び流

入河川の河岸の植生帯を調査するとともに、生態系機能を活用した汚濁負

荷減策の検討を行う。 
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    研究課題②：豊かな自然のための生態系管理手法開発[NIES] 

    【フェーズ１～２】 

     ○会津地域等を対象として、詳細な、森林環境情報、生物・生態系分布を実

地調査も含め調査する。社会経済的な要因も考慮した林種・樹種ゾーニン

グを提案し、将来にわたる森林管理が及ぼす生物多様性・生態系サービス

への影響を通じて、生態系管理の立場から望ましい森林管理手法を検討し、

開発した手法の一般化も行う。 

 

    中区分課題 統合イノベーションの創出 

    研究課題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］ 

    【フェーズ１～２】 

     ○復興地域におけるコミュニティ活性化支援や環境配慮行動支援を実現す

るシステム開発の一環として、福島県新地町や三島町などにおいて展開し

てきた地域環境情報システムの利用性及び情報共有等の機能の高度化の

地域連携研究を進める。汎用的な PC やスマートフォンにより利用可能と

するための機能更新や、地域活性化と省エネルギーを両立した地域イベン

トの社会実験などの研究を行う。 

 

    研究課題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］ 

    【フェーズ２】 

     ○市町村担当者へのヒアリング及びアンケート調査を実施し、地域環境創生

に係る研究ニーズの抽出を行うとともに、住民アンケート調査を通じて、

市町村の環境政策・地域コミュニティでの環境保全活動に対する住民の参

加実態・評価・意識を明らかにする。さらに、ワークショップ等の住民参

加型の科学コミュニケーション活動を行うことを通じて、地域環境創生に

係る社会対話・人材育成の手法の開発を行う。 

 

    研究課題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］ 

    【フェーズ２】 

     ○既存のアンケート調査結果の統計解析 

     ○環境配慮行動に係るアンケート調査等の実施及びデータ解析 
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（３）事業成果 

   ①放射線計測 

    中区分課題 分析・測定技術の開発 

    研究課題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] 

    【フェーズ１】 

     ○分析・測定法に係る情報収集・整理 

      ・優先的に検討すべき分析法として、ICP-MSによるストロンチウム 90分

析法、トリチウム電解濃縮法、OBT分析法を選定した。 

     ○分析・測定法の導入 

      ・ICP-MSを用いたストロンチウム-90分析法、クリプトン-85採取法、ト

リチウム電解濃縮法、OBT分析法、KURAMA-Ⅱをベースとした歩行サーベイ

機器、UAVを用いた空間線量率測定法に係る機器を整備した。 

      ・純ベータ線放出核種分析のためのプラスチックシンチレーションカウン

タについて、装置を設計し、製作した。 

     ○分析・測定機器の試験運用 

      ・ICP-MSによるストロンチウム 90分析法、トリチウム電解濃縮法による

分析法及び OBT分析法、プラスチックシンチレーションカウンタを用いた

純ベータ核種分析法について、福島県において分析機器が運用できるよう

になった。 

     ○クリプトン-85の連続測定技術の実現可能性の検証 

      ・検討の結果、希ガスのみを単独で監視するのではなく、モニタリングポ

ストなどで空間線量率の推移から原子力発電所からの放出を包括的に監

視していくことが適切と判断した。（※フェーズ１で研究終了） 

     ○KURAMA-Ⅱをベースとした歩行サーベイ機器の開発 

      ・歩行サーベイを実施する際の補正係数を決定し、測定法のマニュアルを

整備した。 

    【フェーズ２】 

     ○分析手法の精度確認（標準試料分析、相互比較分析） 

      ・ICP-MSを用いたストロンチウム-90分析法、トリチウム電解濃縮法及び

OBT 分析法について、標準試料の分析を実施した。 

      ・トリチウム電解濃縮法について、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。濃縮にかかった時間は約３週間であった。 

      ・トリチウム電解濃縮法及び OBT分析法について、連携機関との相互比較

分析を実施した（予定）。 
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     ○UAV を用いた空間線量率測定結果の解析法の構築 

      ・無人航空機を用いた線量測定結果の解析法の構築のためのデータを取得

し、測定の精度及び地上１ｍを基準とした高度補正について検討を行い、

高度補正式を作成した。 

     ○歩行サーベイ機器の利活用の促進 

      ・歩行サーベイの貸出を行い、「里山再生モデル事業」における空間線量

率測定に活用された。 

      ・令和２年度より、「里山再生事業」における空間線量率測定に活用され

た。（予定） 

 

    研究課題②：放射能分析技術の高度化[JAEA] 

    【フェーズ１～２】 

     ○魚や動物の骨や歯に含まれる Sr-90を迅速に測定する手法開発、高度化に

向けた改良及び環境試料分析 

      ・Sr-90については、Srレジンによって土壌もしくは魚の可食部に含まれ

る Sr-90 の分離を達成し、ICP-MS 測定が可能なレベルに同重体を除去で

きる化学分離法を初めて開発した。流路の改良により、分析毎に Sr-90の

回収率補正が可能となった。サンプルを液体に前処理した後において、放

射能分析では 1 ヶ月程度かかる分析が 15 分程度になった。また、検出下

限値は魚の生の可食部の場合 2.7Bq/kgになった。 

     ○環境試料中に含まれるヨウ素やテクネチウムなどの難測定核種を対象と

した、質量分析装置などを用いた高感度かつ迅速な分析手法の検討 

      ・Tc-99については、固相抽出法を用いて妨害元素を含むサンプルから Tc-

99のみを単離し、検出下限値は 0.05Bq/Lであった。 

      ・1価から 4価の陽イオン（Cs,Sr,Ln,Zr）の錯体種については、TEM-EELS

と XPS を用いた分析を行った。 

     ○OBT分析のための前処理工程を簡素化迅速化した手法の開発及び環境試料

の分析 

      ・福島沿岸域の魚介類については、（12月以降に OBTや Sr-90の分析を行

い、漁協等へ報告した。 

     ○他分析機関等との相互比較試験を通じた妥当性の確認 

      ・OBTについては、共通のサンプルを用いて他分析機関との相互比較試験

を実施し、ほぼ平均値が得られた。 
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    研究課題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] 

    【フェーズ１～２】 

     ○復興再生拠点のモニタリング方法の確立と実施 

      ・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

の資料に採用され、2020 年 4 月からの一部解除の政策判断に大きく寄与

した。 

     ○陸上・海底のモニタリングの確実な実施 

      ・環境モニタリング事業を確実に実施し、事業報告書にまとめた。 

     ○逆問題手法及び機械学習による放射線換算手法の基礎アルゴリズム開発

及びパラメータ取得のための現場データ取得 

      ・逆問題手法や機械学習手法について実際の無人ヘリデータに適用し、地

上値と比較することで精度評価を行い、その成果を機構報告会で発表した。 

     ○βγ弁別型測定用 PSFのキャリブレーション試験及び長期環境試験 

      ・キャリブレーション試験や長期安定性試験を行った結果、東京電力は

2020 年 2月から本システムの運用を開始した。 

     ○次世代無人観測船による運用手法の開発 

      ・無人船の運用手法最適化のための海上試験及び JMUDS の無人船を用いた

自動海水サンプリング試験は両試験とも所定の目的を達成した。 

      ・現場試験には、規制庁や東京電力をはじめ防災関係者の視察を受け入れ

た。 

      ・昨年度までの成果については、プレス発表を行った。 

     ○総合モニタリング計画改定のための技術的知見の整理 

      ・海域及び陸域のモニタリング地点の最適化について、原子力規制庁から

の受託事業内で開催している外部有識者による福島における環境放射線

モニタリングに関する技術検討会でまとめ、規制庁へ答申を行った。その

成果から、原子力規制庁は総合モニタリング改訂を行う予定である。 

 

    中区分課題 被ばく線量等の評価手法・モデル開発 

    研究課題①：モニタリング結果の評価・活用に関する研究[福島県] 

    【フェーズ１～２】 

     ○わかりやすい情報発信手段の検討 

      ・情報発信手法に係る情報収集を行い、放射線監視室が運用する「福島県

放射能測定マップ」の改修に係る技術的助言を行い、その結果の一部は平

成２８年３月に実施された改修内容に反映された。 

     ○統合化マップの試作 
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      ・平成 28年度は郡山市、平成 29年度は浜通り 12市町村、平成 30年度は

福島第一原子力発電所から 80km 圏内のモニタリングデータを集積し、異

なる手法で測定された空間線量率データの相関解析を実施し、統合化マッ

プを試作した。 

      ・作成したマップの妥当性評価を行い、マップ作成に使用した解析手法の

有効性を確認した。 

     ○経時変化マップの試作 

      ・各年度において、上記対象地域を対象に、将来予測モデルとして２成分

変化モデルを用い、これとデータ同化手法を組み合わせて経時変化マップ

を試作した。 

      ・作成したマップの妥当性評価を行い、マップ作成に使用した解析手法の

有効性を確認した。 

     ○モニタリング結果に係るデータベースの構築 

      ・マップ作製にあたり解析したデータを集約し、データベースを構築した。 

 

    研究課題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] 

    【フェーズ１】 

     ○流域規模の陸域動態モデルやコンパートメントモデル及び深度移行モデ

ルの開発 

      ・平坦地において線量率が物理減衰よりも早く低下する原因として、放射

性セシウムの土壌深度方向への移行が考えられることを解析的に確認し

た。 

      ・森林内の線量率の経時変化は土壌中のセシウムの深度方向への移行に影

響を受けていることが分かった。 

    【フェーズ２】 

     ○陸水生態系に関する評価 

      ・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

っていることを明らかにした。 

 

    研究課題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] 

    【フェーズ１～２】 

     ○地衣類中の放射性セシウム濃度の時間変化の把握および放射性セシウム

の初期沈着量評価 
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      ・地衣類中の放射性セシウム濃度の経時変化のデータを取りまとめ、減衰

速度を評価した結果、物理減衰とほぼ同程度であることが確認された。 

     ○固相分析装置等を活用した地衣類中の放射性セシウムの沈着挙動・化学種

の評価手法の開発 

      ・地衣類やリターから放射性セシウム含有物質を効率的に特定・単離する

手法として、有機物分解と電子顕微鏡学的手法を組み合わせた方法を開発

し、その成果を国際学会や学会論文等で発表した。 

     ○歩行サーベイによる山地森林内の線量率データ取得 

      ・福島県内の代表的なプルーム軌跡における山域について、登山道および

周回ルートの詳細な線量率データを取得した。 

      ・その成果から、地理情報システムを用いた解析を行った結果、同一プル

ーム軌跡上の山域であっても、沈着メカニズムが異なる可能性を示し、当

該成果を国内学会で発表するとともに学会論文にて取りまとめた。 

     ○山地森林内の線量率データ解析および線量率に影響する要因の検討 

      ・帰還困難区域で発生した山林火災発生時、上述の「固相分析装置等を活

用した地衣類中の放射性セシウムの沈着挙動・化学種の評価手法の開発」

及び「歩行サーベイによる山地森林内の線量率データ取得」により得られ

た手法や成果を活用して、ダストフィルター中の放射性セシウム含有微粒

子の特定、性状評価、単離、放射能測定を行い、山林火災時の飛散物評価

法として適用するとともに、火災前後の登山道の線量率に変化が無いこと

を示した。 

     ○コケバッグを用いた簡易モニタリング法の検討及び観測条件の影響評価 

      ・予定していたコケバッグモニタリング試験を実施し、検討していた候補

種間の性能比較、ダストサンプリングとの比較を行い、その結果を取りま

とめ国際論文誌に投稿した。 

     ○コケバッグモニタリングの実用化を目指した基本的観測パッケージの構

築 

      ・コケバッグモニタリングの実用化に向けて、短期間・中期間のモニタリ

ングを行うとともに、観測場所の設置条件等も踏まえて技術的知見等のデ

ータ整理を行い、基本的観測パッケージの提案を行う。（予定） 

 

    研究課題④：生活圏における放射性物質のばく露評価[NIES] 

    【フェーズ１】 

     ○避難地域の生活環境中の放射性セシウムのモニタリング 

      ・飯舘村における大気中や室内環境中の放射性核種（主に放射性セシウム）

のモニタリングにより推計した吸引による被ばく線量やダストを介した
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被ばく線量は、同地域における外部被ばく線量と比較して大幅に小さいこ

とが確認された。 

     ○被ばく線量推計モデル構築と包括的な被ばく線量評価と予測 

      ・福島県を含む東日本の市町村ごとの内・外部被ばく線量分布を推計する

曝露モデルを構築した。 

     ○曝露係数整備 

      ・日本人小児のハウスダスト摂取量データを初めて取得するとともに、新

たな推計方法を提案した。 

    【フェーズ２】 

     ○環境動態モデルと曝露モデルを組み合わせた内部被ばく線量評価 

      ・事故後初期の甲状腺等価線量を実測された放射性セシウム濃度をもとに

推計し、線量ポテンシャル（同一地点の屋外に滞在したと仮定した場合の

線量）の時空間分を示すとともに、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明らかにした。 

     ○帰還後の生活環境中放射性セシウムモニタリングとキャラクタリゼーシ

ョン 

      ・フェーズ 1に続き、飯舘村の 2箇所において、大気粉塵中の放射性セシ

ウムの継続的な観測を行った。新たに、福島大学でも大気粉塵及び大気降

下物の観測を開始した。大気吸引による内部被ばく線量の寄与は限定的で

あることを確認した。 

     ○自家採取食物摂取による内部被ばく線量評価 

      ・自家採取食物摂取量の簡易調査票を開発し、震災前の摂取量を推計した

（予定）。山菜やキノコ類について、調理による低減効果試験の予備試験

を実施し、「茹で」「あく抜き」など調理による低減パラメータを取得・整

理し、内部被ばく線量評価ツールを作成した。（予定） 

     ○災害時、災害後の生活環境モニタリング 

      ・2019 年発生した台風 19号による洪水や土砂崩れ等により、家屋内や大

気中の放射性セシウム濃度変化とその起源について、室内ダストや大気粉

塵を用いて解析を行った。今後起こりうる災害時、災害後の生活環境モニ

タリングの手法や体制について検討した。（予定） 
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   ②除染・廃棄物部門 

    中区分課題 除染等に関する継続的な技術支援 

    研究課題①：放射性物質対策の効果持続性の把握［福島県］ 

 

    【フェーズ１】 

     ○河川・湖沼等における放射性物質対策の整理及び実地検証 

      ・河川の空間線量率を効果的に低減するためには、河川特有の放射性物質

の分布を踏まえた表土除去を行うことが有効であること、外部被ばく線量

の調査やシミュレーションの活用による事前評価も有効であることを明

らかにし、河川管理者等へ展開した。 

      ・また、その後の洪水等による自然環境の変化においてもその低減効果は

維持されていることを確認した。 

     ○福島県民の水環境に対する意識とその要因等に関する研究 

      ・県民の水や大気環境への安全観は、事故後回復傾向にあること、安全観

と放射線への安心感には関連性があることが明らかとなった。 

      ・また、地域対話によって、地域住民が身近な水環境に関する魅力や課題

等の共有を行うことが水環境に対する関心度を高める方策の一助になる

ことを示した。 

     ○汚染状況重点調査地域における住宅除染の実施状況や課題の整理 

      ・県内の汚染状況重点調査地域における住宅除染の実施時期や除染対象に

関する変遷を整理するとともに、緊急時対応の際に参考となる市町村担当

者が経験した課題等を整理した。 

     ○除染の効果に差異が生じる要因に関する事例的な検討 

      ・県内の汚染状況重点調査地域における住宅除染について、一部の地域を

事例として整理した結果、除染対象の材質の違いやバックグラウンドによ

る影響等が、低減効果に差異が生じる要因となった可能性があることがわ

かった。 

     ○除染が完了した施設における除染効果の持続性把握 

      ・除染後の空間線量率の変化を予測した上で、継続的に調査を行うことで

その結果の妥当性を確認した。 

    【フェーズ２】 

     ○河川敷や公共施設等における空間線量率等のモニタリング、放射性物質の

蓄積状況及び空間線量率の変化状況の把握とその要因の解析 

      ・上小国川の河川敷における調査の結果、除染後の空間線量率の減少はほ

ぼ物理的な減衰と同程度であり、また河川敷堆積土砂中のセシウム濃度も

低く、河川敷除染の効果が維持されていることを確認した。 
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      ・南相馬市内の２河川公園において、台風第 19 号により新規に堆積した

土砂のセシウム濃度は低く、台風第 19 号による河川氾濫に伴う河川公園

等の空間線量率等の上昇は一般にはないことが確認された。 

      ・公共施設における調査の結果、空間線量率に変化がなく、除染の効果が

持続していることを確認した。また、予測値とこれまでの調査結果はよく

整合しており、予測精度が高いことを確認した。 

 

    研究課題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-「除

染活動支援システム（RESET）」の適用性確認と高精度化-［JAEA］ 

     ・国や自治体からの要請を受けて除染シミュレーションや空間線量率の予測

評価を通じて除染事業の円滑な推進の支援を行った。 

     ・シミュレーションの結果は、国や自治体等が実施した除染事業、環境省が

進めた中間貯蔵施設の整備、福島県の除染技術支援事業等で活用された。 

     ・２成分減衰モデルを適用して高度化した後には、帰還困難区域が残ってい

る６町村の特定復興再生拠点を対象に除染シミュレーションと除染後の

空間線量率の予測解析を行い、６町村及び国（復興庁、環境省）への情報

提供を行った。 

 

    研究課題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］ 

    【フェーズ１】 

     ○仮置場資材の耐久性評価等 

      ・除去土壌等保管容器等について、現地の仮置場で遮光保管し６年以上使

用した保管容器（フレキシブルコンテナ及び耐候性大型土のう）は、除去

土壌等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。 

     ○仮置場での保管段階における放射線影響評価等 

      ・仮置場での除去土壌等の搬出入や保管時の状況に応じた放射線影響評価

手法を構築し、想定される状況において公衆の年間追加被ばく線量が1mSv

を十分に下回ることを示した。 

     ○仮置場設置に係る住民合意形成手法の検討 

      ・自治体における仮置場設置に関して、立地選定において住民からの意見

を反映しうる柔軟性を有していたことや立地選定過程は町内会等の自治

体が主体的に関与するなど、多くの自治体で協働による取組がなされてい

たことが明らかとなった。 

    【フェーズ２】 

     ○仮置場資材の長期耐久性評価等 

      ・除去土壌等保管容器等について、現地の仮置場で遮光保管し７年以上使
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用した保管容器は、除去土壌等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）。また、結果の一部が福島県の仮置場等技術指

針に反映された。 

      ・仮置場資材の化学分析の結果から、結晶構造の変化が強度低下に影響し

ている可能性が示唆された。 

     ○仮置場跡地の原状回復における課題対応 

      ・実際の仮置場跡地を対象に土壌硬度調査を実施した結果、除去土壌等保

管箇所における土壌の圧縮の可能性を明らかにした。 

      ・農地を想定し、仮置場原状回復時に使用する土を用いた植物栽培のモデ

ル試験を実施した結果、国のガイドラインに示す手法に加え、堆肥を施用

することで生育が良好となる可能性を明らかにした。 

      ・実際の仮置場跡地を対象として、農地に原状回復する場合を想定した実

証試験を実施し、原状回復作業時の課題の洗い出しやその対応策等の検討

を行った（予定）。 

     ○仮置場での原状回復段階における放射線影響評価 

      ・仮置場等での除去土壌の管理における原状回復後の跡地利用時の放射線

影響評価について、評価体制を構築した（予定）。このことにより、仮置

場における除去土壌等の保管、搬出を含めた一連の管理フローにおける放

射線影響評価体制が構築された（予定）。 

 

    研究課題④：放射性セシウムの移動抑制技術開発［JAEA］（フェーズ１で終了） 

     ○農業用水路における現実的な放射性セシウムの低減対策の立案 

      ・農業用水路を模擬した試験において、既存の濁水浄化技術で各懸濁物質

捕集材を適用することで、流水中の懸濁物質を低減できることが可能であ

ること、それぞれの捕集材における捕集性能の差や試験時間の経過に伴う

低減効果の変化などを明らかにすることができた。 

      ・しかし、土壌の補足・除去が懸濁粒子の数%程度と低く、現時点では有

効な手法とは判断されない結果となった。 

 

    中区分課題 廃棄物等の適正処理・再生利用技術の確立 

    研究課題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］ 

    【フェーズ１】 

     ○一般廃棄物焼却灰からの放射性セシウム溶出特性の把握 

      ・主灰と比較して飛灰の方が放射性セシウム濃度・放射性セシウム溶出率

共に高く、さらに、放射性セシウムの溶出に影響を及ぼす塩化物の含有量
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も高いことを明らかとした。 

     ○粘土鉱物の混練による一般廃棄物焼却灰からの放射性セシウム溶出抑制

効果の確認 

      ・一般廃棄物焼却灰に対して、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、放射性セシウムの溶出を大幅に抑制で

きることを明らかとした。 

     ○一般廃棄物焼却施設でのゼオライトと消石灰との混合薬剤の吹き込みに

よる一般廃棄物焼却灰からの放射性セシウム溶出抑制効果の確認 

      ・実際の一般廃棄物焼却施設の焼却プロセス内にて、ゼオライトを活用し

た飛灰からの放射性セシウム溶出抑制技術は適応可能であり、それを施設

にて取り入れても、従来からある排気ガスや重金属等の環境基準は超過し

ないことを明らかとした。 

    【フェーズ２】 

     ○一般廃棄物焼却灰からの放射性セシウム溶出抑制技術の実用化検討 

      ・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。 

     〇一般廃棄物埋立処分場の浸出液からの放射性セシウム除去技術の検討 

      ・吸着材として、各一般廃棄物埋立処分場の覆土材を活用することにより、

浸出液から放射性セシウムを除去できることを明らかとした（予定）。 

 

    研究課題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］ 

    【フェーズ１～２】 

     ・除染廃棄物等の焼却及びガス化溶融処理における放射性 Cs及び Srを含む

各元素の残渣等への分配挙動や焼却炉内における放射性 Cs の蓄積挙動を

明らかにし、仮設焼却炉施設の安定運転等に貢献した。中間貯蔵施設の焼

却処理施設へ適用可能な焼却シミュレータを開発し、Csや Sr等の化学形

態を推定した汚染廃棄物等に対する様々な熱的減容化技術を開発し、特に、

ガス化溶融技術は中間貯蔵施設の減容化技術として採用された。焼却灰等

の迅速組成分析法を確立し、中間貯蔵施設の灰溶融処理施設の安定運転に

貢献が期待される。大型草本資源作物のメタン発酵ポテンシャルを評価し

つつ、ソルガムについては安定発酵技術を確立し、パイロットプラントで

実証した。また、複数の作物について、発酵における放射性 Cs の挙動を

明らかにした。木質バイオマス発電施設における Cs の挙動を明らかした。

また、バークの性状分析を行い、バークを燃焼するための課題や解決策を

提示した。これらは福島県内のバイオマス利活用の安定・安全運転の重要

な基礎データとなる。 
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     ・キルンを用いた熱的減容化により、汚染物をクリアランスの汎用セメント

とできた。熱処理からの濃縮飛灰を Cs を灰洗浄し、フェロシアン化銅ポ

リビニルアルコール造粒体によるクロマトグラフ濃縮し、ジオポリマーも

しくはリン酸ガラスで固型化することで、溶出抑制可能な、1 万分の 1～

6 万分の 1 の減容化した安定化体とする可能性を室内実験により示した。 

     ・共晶析カラム法を用い、地下水中での低濃度の Sr を高速かつ安価に 98%

程度の効率で除去する方法を開発した。 

     ・環境放射能除染学会から、社会的合意形成の観点も含めた、マスバランス

と経済性を考慮した処理・処分シナリオに関して情報発信した。 

 

    研究課題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］ 

    【フェーズ１】 

     ○一般廃棄物焼却灰の埋立状況と放射性セシウム浸出状況の関連性の調査 

      ・放射性セシウムを含む主灰に関しては、震災以前と同様の埋立方法を行

っても、浸出液等への放射性セシウムの移行は認められなかったが、飛灰

に関しては震災以前と同様の埋立方法を行った場合、浸出液等に対してあ

る程度の放射性セシウムの移行が生じていることを明らかとした。 

     〇震災前後での廃棄物等の処理、再生利用状況に関する実態調査 

      ・県内における震災前後での廃棄物の処理、再生利用等の状況について、

廃棄物の品目や排出場所等による変化を整理した。 

    【フェーズ２】 

     ○一般廃棄物埋立処分場における放射性セシウムの処分場内挙動予測 

      ・県内にある一般廃棄物埋立処分場を対象として、処分場内での放射性セ

シウムの移行挙動解明を行った（予定）。 

     〇廃棄物処理施設に搬入される廃棄物の簡易分析法の検討 

      ・一般廃棄物焼却灰や令和元年台風 19 号によって生じた災害廃棄物を用

いて、表面線量等と Ge 半導体検出器による放射性セシウム濃度との相関

関係について確認を行った結果、放射性セシウム濃度の高いものであれば、

表面線量との一定程度の相関はあることを確認した（予定）。 

     〇バークの利用過程における放射性物質挙動把握等 

      ・ストーカ式燃焼炉を有する施設にてクリアランスレベルのバークを燃焼

させても、排気ガス中の放射性セシウム濃度等の環境基準は超過せず、周

辺大気への放射性セシウムの拡散可能性は限りなく低いことを明らかと

した（予定）。 
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    研究課題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］ 

    【フェーズ１～２】 

     ・建造物表面における環境減衰は累積雨量に関係があることを示した。2010

年度から 2015 年度までの発生地の空間線量率毎の産業廃棄物各品目の処

理・再生利用先とそれに伴う放射性 Cs のフロー・ストックを示した。ま

た、福島県内の線量が低い地域における廃棄物等の有効利用の事例計算よ

り、作業者の追加的な被ばく線量はバックグランドと比較して極めて小さ

いという計算結果を得た。 

     ・測定モニタリング管理手法開発について、現行の放射性 Cs 測定方法が妥

当であることを示した。放射性 Sr の測定法を開発し、熱処理減容化過程

での挙動や残渣からの溶出性を把握した。大気降下物中の放射性 Cs の発

生源推定、原発近傍土壌中の放射性 Cs の現況を評価した。フレコンバッ

グ等大容量試料の放射性 Cs濃度の簡易測定法を提案した。 

 

    研究課題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］ 

    【フェーズ１～２】 

     ・汚染廃棄物からの放射性 Cs の溶出挙動と土壌吸着層における分配係数を

求め、最終処分場における放射性 Cs の挙動を予測するソフトウェアを構

築した。 

     ・セメント固型化物の強度と溶出率の関係を明らかにするとともに、設計強

度の考え方や水素ガス発生抑制について得た知見を実事業に反映させた。 

     ・除去土壌を用いたライシメーター試験により放射性 Csの溶出挙動に加え、

有機汚濁成分の溶出挙動等について知見を得た。ライシメーター試験はフ

ェーズ 2の期間中、継続する予定である。また、粘性土系の除去土壌を用

いた実証盛土試験を開始し、フェーズ 3の期間まで継続的なモニタリング

を実施予定である。 

     ・改質除去土壌における放射性 Cs 吸着挙動について評価し、一般的に使用

される改質剤に比較的大きな吸着特性があることを確認した。 

     ・コンクリート技術を適用した処分場施設について、アルカリ骨材反応（ASR）

と塩類劣化について耐久性を高め、放射性セシウムの浸透を抑制する研究

を継続し、遮断型相当の処分施設に関する技術資料をまとめ、さらに処分

に活用できるコンクリート容器の製造指針について民間団体を支援して

まとめ HP で情報提供した。ASR については、長期的挙動予測の手法を国

際学会規準とした。 
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     ・イメージングプレート(IP)を用いた大熊町他のコンクリート施設への放射

性セシウム浸透解析から、除染・再利用指針を提示した。さらに、IPによ

り放射性 Cs と放射性 Sr が同時に汚染していた際の分布を分離測定する

技術を開発した。 

     ・オフサイトのコンクリート汚染に関する知識をもとに、文科省英知事業の

コンクリートの汚染機構解析に貢献し、同事業によりコンクリートへの低

濃度 Csと Srの浸透解析技術を開発し、かつ熱力学的相平衡多元素移動モ

デルを用いた長期的汚染予測に関する先端技術を開発しつつある。 

     ・焼却飛灰のセメント固型化については、可溶性成分の溶脱により硫酸塩膨

張するため、石炭灰による防止効果を検証した。 

     ・汚染廃棄物長期管理のための飛灰洗浄技術の適用性評価を評価した。また、

溶存性放射性セシウムを低濃度域で連続的にモニタリングする装置を開

発し、実証・改良を進めた。 

 

    研究課題⑥：除去土壌等の分別・減容等処理技術開発［JAEA］（フェーズ１で

終了） 

     〇除去土壌による磁器分離試験 

      ・除去土壌中の細粒分の分別技術として、比較的強固にセシウムを吸着し

常磁性を有する 2:1型粘土鉱物を磁力で捕捉し、放射能セシウム濃度の低

い土壌と高い土壌が時期分離技術で分別できることを確認した。 

     〇草木類の加溶媒分解試験 

      ・可燃廃棄物の減容処理として、バイオマス燃料製造技術を応用した草木

類の加溶媒分解処理施設も、焼却処理以外の処理技術として選択可能であ

ることを確認した。 

 

 

   ③環境動態部門 

    中区分課題 移行挙動評価 

    研究課題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］ 

    【フェーズ１～２】 

     ・河川水中の放射性セシウム濃度について、溶存態・懸濁態ともに、セシウ

ム 137 の半減期（約 30 年）よりも速く低下する傾向が続いていることが

確認された。 

     ・流域内での土地利用の違いにより、河川水中の放射性セシウム濃度の低下

速度に差が生じることが確認された。また、面的除染が実施された地域に
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おいて、河川水中の懸濁態放射性セシウム濃度がその他の地域よりも顕著

に低下していることが明らかとなった。 

     ・不溶性放射性セシウム粒子の存在を簡易に確認する手法について検討を進

めた。 

     ・広瀬川流域においてモニタリング結果に基づいた TODAM モデルによる平水

時・出水時シミュレーションを実施し、実測値と概ね整合性のある結果が

得られた。 

     ・懸濁態放射性セシウムの負荷源を推定するための分析データの解析等を進

めた。 

     ・山林火災の跡地における調査の結果、平水時において、山林火災の影響に

よる森林から河川への放射性セシウムの流出量の増加がみられないこと

を確認した。 

     ・有機物の動きと関連した、森林から河川への放射性セシウムの流入状況調

査に係る準備を開始した。 

 

    研究課題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］ 

    【フェーズ１～２】 

     ・様々な森林環境における長期観測により、森林からの流出率は１％未満で

あり、放射性セシウムが森林内に留まる傾向が確認された。 

     ・森林内では樹木に分布する放射性セシウムは１割未満であり、リターと土

壌層に 9割以上の放射性セシウムが分布することを明らかにした。 

     ・樹木各部の放射性セシウム濃度は低下傾向にあるものの、1F 事故時に落

葉していた落葉広葉樹の落葉落枝および 1F 事故後に生長した常緑針葉樹

の新葉にセシウムが検出され、その濃度は低下傾向が鈍く、樹木内におけ

る放射性セシウム移動の可能性が見出された。 

     ・任意の林地を対象とした線量率解析により、土壌層への放射性セシウム移

行による林内空間線量率の低下を再現した。 

     ・福島県内のきのこ類における放射性セシウム濃度の解析により、森林各部

における放射性セシウム分布ときのこ類の濃度に相関性があることを見

出した。 

     ・室内試験により、落葉の分解に伴う溶存態放射性セシウムの溶出率低下お

よびきのこ菌糸の伸長に伴う放射性セシウム移行が限定的であることを

確認した。 
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    研究課題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］ 

    【フェーズ１～２】 

     ・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く、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。また、懸濁態放射性セシウム濃度の

減少に従い、出水による下流河川敷における表土中放射性セシウム濃度及

び空間線量率の低下が確認された。 

 

    研究課題④：固相－核種相互作用及び放射性物質の捕捉・吸脱着メカニズム解

明［JAEA］ 

    【フェーズ１～２】 

     ・放射性セシウム濃度と相関がみられる河川中の濃度について調査を行い、

風化黒雲母などの粘土鉱物だけでなく、磁鉄鉱などの有色鉱物についても

強く放射性セシウムを吸着していることが確認された。 

     ・ICP-MS や燃焼装置を用いることにより、環境試料中の微量放射性核種の

迅速分析手法を確立させた。 

     ・Cs をはじめとする放射性核種の深度プロファイルを明らかにし、核実験

フォールアウトとの区別を行った。 

     ・電子顕微鏡分析と有機物分解を組み合わせることにより、地衣類やリター

などの環境試料中に含まれる放射性セシウムを高濃度で含む粒子を迅速

に特定・単離し、固相分析を行う手法を確立した。 

     ・地衣類および樹皮（基物）に残存する Cs-137 濃度を比較したところ、地

衣類中の Cs-137 濃度が有意に高いことが確認された。固相分析を行い、

蓄両者の積特性の差異を評価した。 

 

    研究課題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] 

    【フェーズ１～２】 

     ・高線量地域の森林河川において溶存態セシウム濃度の発生源として、流域

内の堆積有機物の寄与を特定した。 

     ・農地由来の細粒土壌が、真野ダム湖心ならびに下流部の底質形成に最も寄

与していることが確認された。 

     ・JAEA と共同調査によって溶存態セシウム濃度が夏季に上昇し、特にダム

湖で底層水が表層水よりも濃度が高くなる傾向が示された。さらに、同ダ

ム湖底泥を用いた室内実験から、高温、嫌気環境下で放射性セシウムの溶
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出が促進されることが分かった。 

     ・雨天時の市街地における放射性セシウムの生成並びに流出特性に係る知見

を集積した。 

 

    研究課題⑥：放射性セシウムの生物移行特性評価と将来予測[NIES] 

    【フェーズ１～２】 

     ・放射性セシウムの淡水魚への濃縮係数（CR)は、魚種ごとや同一魚種であ

っても生息場所ごとに異なり（数百～4,000 程度）、水質や魚の栄養段階

が要因となっていることが分かった。また、淡水魚の解剖により、淡水魚

の筋肉部と消化管内容物の Cs-137濃度を比較したところ、(餌生物の Cs-

137 濃度/捕食者の Cs-137 濃度)の値は魚の食性によって大きく異なるこ

とが確認された。 

     ・コシアブラ新芽の Cs-137 濃度は、土壌の FH 層の Cs-137 濃度および Cs-

137蓄積量と正の相関を示したが、無機土壌層との関係は見られなかった。

このことから、コシアブラは浅根性であるため、地表に近い Cs-137 を吸

収していることが示唆された。 

 

    中区分課題 移行モデル 

    研究課題①：陸水域動態モデルの開発[JAEA] 

    【フェーズ１～２】 

     ・陸域動態モデルによる成果として、河川から海へのセシウム流出比が、河

川流域内の初期沈着量分布や、土地利用、ダムとの位置関係等に影響され

ることなどがわかった。溶存態セシウムの挙動において森林内落葉層の分

解が寄与していることを示唆した。また、事故直後から約半年間の海への

セシウム流出率は、それ以降の流出率に比べ、9～30 倍程度大きかったこ

と等がわかった。水域動態モデルによる成果として、ダム湖からのセシウ

ム流出率がダム湖水位や土砂の粒径などに依存することがわかった。モデ

ルの改良を進め、温度成層などに対する解析精度が向上した。線量率解析

モデルによる成果として、樹冠から林床リター層への移行とリター層から

土壌層への移行の効果が相殺されて、空間線量率の低下は物理減衰程度に

なっていると推察された。 

 

    研究課題②：流域圏における多媒体環境モデリング[NIES] 

    【フェーズ１～２】 

     ・逆推計やマルチモデルアンサンブルによって整合的な Cs-137 大気濃度・

沈着量場を推計するとともに、それらのデータが陸域・海域における動態
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把握や被ばく推計に活用された。森林域での樹種別の Cs-137 動態をモデ

ル化し、スギ林からの表面流出量は年間 0.1%程度であり、観測結果と整

合的であることを示した。海底・湖底における空間的に不均質な Cs-137

の堆積分布を数値シミュレーションで再現し、その形成プロセスを解明す

るとともに、将来予測を行った。 

 

    研究課題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] 

    【フェーズ１～２】 

     ・環境モニタリングデータベースへの継続的なデータ入力 

     ・根拠情報 Q&Aサイトに、原子力機構の研究成果および連携する他機関（福

島県、国環研）の成果を取り込むとともに英語版を作成、公開した。 

 

    中区分課題 生態系への影響把握 

    研究課題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] 

    【フェーズ１】 

     ○野生動物体内における放射性核種の動態調査 

      ・イノシシ及びツキノワグマの筋肉に含まれるセシウム 137の濃度を比較

した場合、イノシシの方が高く、ヤマドリとキジを比較した場合はヤマド

リの方が高いなど、種により放射性核種移行の程度は異なることがわかっ

た。 

      ・イノシシの筋肉中と胃内容物中のセシウム 137濃度の間には正の相関が

あることが明らかになった。イノシシの筋肉に含まれるセシウム 137の濃

度は、食べた物の影響を強く受けていることが示唆された。 

      ・パターンは異なるが、イノシシとツキノワグマの筋肉中セシウム 137濃

度には、冬季に高くなる季節変動が見られた。 

      ・イノシシ及びツキノワグマにおける筋肉中セシウム 137濃度の長期変動

を解析し、ツキノワグマの冬季及びイノシシでは減少傾向が弱いことを明

らかにした。 

      ・筋肉中セシウム 137 濃度が上昇する 8 月から 11 月の期間に、イノシシ

の胃内容物中のブナ科のＤＮＡの割合が高いほど筋肉中のセシウム 137

濃度が高い傾向を明らかにした。 

      ・避難指示区域外のイノシシに比べて、避難指示区域内に生息するイノシ

シは行動圏が大きく、その場所も農地にシフトする傾向が見られた。 

    【フェーズ２】 

     ○野生動物体内における放射性核種の動態調査 
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      ・これまでに実施した食性解析の結果を整理し、コナラやクリなどの堅果

類やドクダミ、カナムグラなどの草本類を主食としていることが明らかと

なった。 

      また、主食とする植物・木本類のセシウム 137濃度を測定した結果、草本

と液果に比べ、堅果類が高い傾向にあった。 

      ・ツキノワグマへの線量計付きＧＰＳ発信機の装着により、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。 

     ○野生動物のモニタリング手法開発・行動・利活用調査 

      ・キジにおける行動調査の手法を検討し、調査を実施、行動範囲を把握し

た（予定）。また、キジの筋肉中放射性核種濃度のモニタリング調査を実

施し、セシウム 137濃度が一般食品の基準値である 100Bq/kg（生重量）よ

りも低い傾向にあることが明らかになった（予定）。 

     ○避難指示区域及びその周辺地域における狩猟鳥獣の生息状況調査 

      ・ＤＮＡ分析手法を用いたイノシシの個体群調査により、福島県内には二

系統のイノシシが存在し、おおよそ阿武隈川の東西を介して、移動が制限

されている傾向にあった。 

      ・阿武隈山地において自動撮影カメラを使用したツキノワグマの生息状況

調査を行い、ツキノワグマの生息を確認した。 

 

    研究課題②：放射線等の生物影響評価[NIES] 

    【フェーズ１～２】 

     ・DNA 損傷を定量的に検出できる植物及び培養細胞を開発。DNA 損傷は外部

被ばくにより生じていたが、毎時 16μSv 未満の被ばくでは DNA 変異の蓄

積は見られない。 

     ・野生アカネズミの被ばく線量は、影響が予測される量に達しており精子DNA

の酸化が認められた。精子形態や運動能などの繁殖能に影響は無かったが、

2012 年にメスの妊孕率が一過的に低下していた可能性が示唆された。 

     ・原発周辺の潮間帯にイボニシの生息が認められなかった。また、福島県南

部海域において甲殻類を中心に生物資源量が枯渇している事が認められ

た。 

 

    研究課題③：生態系の実態把握と回復研究[NIES] 

    【フェーズ１～２】 

     ・ほ乳類、鳥類、カエル類のデータを WEB上で専門家や住民が閲覧及び分析

できるようにした。また、助言に基づくイノシシの全県個体数推定結果が
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福島県の管理計画（第 3期）に参考値として掲載された。 

     ・避難指示数年後では、益虫や衛生害虫が避難指示区域内外で大きく差がな

いことを明らかにした。 

     ・集団遺伝解析により、耕作放棄によってダルマガエルの地域集団が分断さ

れていることが示唆された。 

     ・赤トンボ類の自動撮影装置を開発し、立ち入り規制のある避難指示区域や

営農再開水田でより簡便に水田昆虫を調査できるようにした。 

 

 

   ④環境創造部門 

    中区分課題 持続可能な地域づくり 

    研究課題①：生活・環境・産業が調和した将来復興ビジョン構築[NIES] 

    【フェーズ１～２】 

     ・気候変動適応、地域循環共生圏構築、さらに SDGs の活用といった観点か

ら必要と考えられる社会経済指標や、東京電力福島第一原子力発電所事故

に伴う避難地域（既に避難指示の解除された地域を含む）における住民の

帰還状況や、公共施設、商業施設、工場等の事故後の事業開始・再開状況

を時系列的に収集し、復興の過程に関する情報を含むデータベースが構築

された。また地域統合評価モデルの開発により、省エネルギー技術と地域

エネルギー事業、地域交通事業、産業・商業立地など様々な取り組みによ

る経済効果、人口維持効果、脱炭素効果を総合的に評価することが可能と

なった。福島県新地町において人口維持等を含む持続可能な将来シナリオ

が構築された。また避難指示解除区域を含む市町村において地域の再生可

能エネルギーを活用した脱炭素型の将来シナリオが開発された。 

 

    研究課題②： 

    フェーズ１：復興グランドデザインと整合したまちづくり事業の計画支援に関

する研究[NIES] 

    フェーズ２：地域環境資源を活かしたまちづくり拠点の創出 [NIES] 

    【フェーズ１～２】 

     ・分散型エネルギーシステムの設計プロセスを混合整数計画の枠組みの下で

モデル化した。技術・制度・地域条件および規範に基づいて、最適となる

設計と季節・時間別の運転計画を導出可能である。開発したモデルを福島

県新地町の駅周辺地区復興整備計画や三島町の施設更新問題に適用し、

「CO2 排出量削減目標」「燃料価格」「需要規模」とシステム選択の関係を

解析することで、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
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基準について定量的に評価した。 

     ・別テーマで実施しているくらしアシストシステムによりモニターした時間

単位でのエネルギー需要実態データを利用してエネルギーシステムの解

析ができるようにモデルを拡張し、技術条件等に応じた最適なエネルギー

システムの構成とその効果を導出可能であることを確認した。これにより、

より具体的な支援案等を簡易に提案することが可能となった。 

     ・また、三島町における集落単位でエネルギー需給に関する基礎的な情報と

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可能性の評価

結果をとりまとめた「集落カルテ」を開発した。カルテとなるデータ構造

の基本的な枠組みを提案するとともに、福島県三島町の集落を対象とした

情報を調査・収集し、実際にカルテを作成した。データの蓄積とその共有

化、地域全体での需給バランス評価のための基礎的な枠組みを提示するこ

とができた。 

 

    研究課題③：バイオマスを利用した地域創生型地域づくり 

    【フェーズ２】 

     ・福島県内の森林に適用可能な統合型バイオマス利活用モデル（BaIM）が利

用可能となった。現在劣化しているスギ人工林について、立地に応じた持

続可能な生産林と県土の保全に配慮した森林のための管理についてシナ

リオを提供した。三島町に対して木質バイオマス利活用に関する詳細な情

報提供を行った。 

 

    中区分課題 強靱な社会づくり 

    研究課題①：災害廃棄物の統合マネジメントシステムの構築［NIES］ 

    【フェーズ１～２】 

     ・手選別技術の最適化については、統一の形状（立方体）で作成した複数の

重量を設定した人工サンプルを格子状に盤面に配置し、30 分間継続的に

回収する実験を行い、サンプルの色度、作業台の明るさや高さ、作業員の

慣れや疲労が回収速度や精度へ与える影響を分析した。 

     ・分別土砂の実証盛土試験を実施し、物理的強度・安定性と盛土浸透水の水

質を明らかにした。津波堆積物の由来となる可能性の高い海底・河川堆積

物を用いて、有害物質吸脱着特性評価法を確立した。木くず等有機物含有

量の評価方法、ならびに二次汚染を受けた津波堆積物の汚染物質溶出挙動

評価方法を新たに提案した。 

     ・災害時の生活排水処理として、自立型浄化槽システムモデル試験により、

分散型エネルギーとの組み合わせで、効率的にトイレ洗浄水への再利用が
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できる可能性が示唆された。また、地震による浄化槽埋設部分に対する変

位の 2・3 次元での解析結果から、耐震性評価の基本値を得ることができ

た。実大浄化槽を用いた試験は困難であったため、FEM（有限要素法）解

析による耐震性評価の方法論の検討を進めた。災害時のし尿・汚泥運搬に

ついては、最適輸送モデルを作成し、中間貯留・2次輸送による輸送最適

化や重要度の高いルートを見いだせる可能性が示唆された。 

     ・アジア都市における大規模水害時の廃棄物処理の問題として、大型家財道

具の搬出（不法投棄）、仮置場保管の長期化などが挙げられ、輸送車両・

移動型破砕機の調達や廃棄物の資源利用に関する産業界との連携・協定締

結等の事前準備の重要性が挙げられた。得られた成果は、環境省の発出し

たアジア太平洋地域における災害廃棄物適正処理ガイドラインに反映さ

れた。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。 

     ・災害廃棄物処理に係る業務・組織・機能に係るマネジメント論について、

自治体規模に応じた内容に高度化し、その成果は災害廃棄物対策指針の改

訂において活用された。評価ツールについては、試行版の実装により、学

習と行動変容の観点から効果を確認するとともに、個人よりも集団で活用

する方が効果的であることが示された。災害廃棄物情報プラットフォーム

については、コンテンツの充実化と情報ニーズの体系化が進められ、全国

自治体の認知度は 20%を超え、実際の災害廃棄物対策に活用されている。

人材育成については、ワークショップ型研修、図上演習、ならびにこれら

の手法を組み合わせた人材育成プログラムを開発し、その検討実施プロセ

スを示した。この成果は、三重県、埼玉県、神奈川県、高知県等において

参考・実装されている。 

 

    研究課題②：災害に伴う環境・健康のリスク管理戦略［NIES］ 

    【フェーズ１～２】 

     ・災害に伴う主に化学物質の環境・健康影響に係る課題について検討を進め

た。リスク管理目標に関する課題では、緊急時の評価対象化学物質の選定

を論文として発表し、事故シナリオの類型化のための調査を進めた。 

     ・災害時の緊急調査手法については、地環研との共同で GC/MSを用いる全自

動同定定量システムのデータベース作成に向けて装置メーカー間での互

換性の検討や測定条件の再考、活性炭繊維フェルト（ACF）、ポリジメチル

シロキサンなどの吸着材によるセミアクティブサンプラーの検討を進め

検証を行った。海域環境調査として干潟生態系および PAH汚染状況調査を
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継続した。 

     ・災害環境疫学研究では既往のデータベース・ツールの適用性を示した。 

 

    中区分課題 自然豊かなくらしの実現 

    研究課題①：猪苗代湖の水環境に関する研究[福島県] 

    【フェーズ１～２】 

     ・北岸部の水生植物分布調査から、過去 10 年程度の間に浮葉植物の優占種

がアサザからヒシ類に大きく変化したことを明らかにした。 

     ・水温及び底層 DO の連続観測から、夏季の水温躍層が形成されている時期

でも強風により深層水にも弱い鉛直混合が生じること、COD上昇の影響が

底層水の貧酸素化までは及んでいない事を明らかにした。底層水温や水温

躍層の崩壊時期には年変動が見られ、水深が深い地点ほど成層期に底層水

が低酸素化しやすい状況にあることがわかった。 

     ・流入河川の水質調査の結果から、長瀬川以外の小河川からのリン・有機物

流入が年間総流入量の約 34%であり、汚濁負荷源として無視できないこと

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。 

     ・構築した猪苗代湖水の三次元流動モデルから、通常時、上層では時計回り

の平均流、一方下層では反時計回りの弱い平均流が起こっていることを明

らかにした。 

     ・湖岸土壌の調査から、土壌動物相の季節的変化やヒメミミズ、ササラダニ、

トビムシといった有機物の分解に大きく寄与する土壌動物が多数生息し

ていることを明らかとした。 

 

    研究課題②：豊かな自然のための生態系管理手法開発[NIES] 

    【フェーズ１～２】 

     ・生態系に大きく影響する社会経済の圧力が推定できないため、社会経済に

関するデータをより収集するとともに、将来の土地利用変化などについて

より詳細な予測を行った。木質バイオマスに関する研究とも連携し、水土

保全や土砂流出の観点および生態系保全の観点から優先される保全的森

林域を指摘した。 

     ・奥会津地域における生物多様性、生態系分布に関する生態社会経済的な要

因を明らかにし、また森林管理が及ぼす水土保全や土砂流出等への影響を

推定した。得られた結果をもとに木質バイオマス研究と協働して森林管理
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に関するゾーニング方法などを提案した。 

 

    中区分課題 統合イノベーションの創出 

    研究課題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］ 

     ・電力モニタリングにより得られたデータを解析し、暖房・給湯の方式が電

力の気温感応度におよぼす影響や、これにより地域の気温条件によるエネ

ルギー需要予測手法を詳細化する有益な知見を得た。こうした種々のデー

タを共通のプラットフォームにおいてデータベース化するためのクラウ

ド上の情報基盤を構築した。三島町において同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検討に対して地域 ICT システムで得られ

た知見を提供した。 

 

    研究課題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］ 

    【フェーズ２】 

     ・中通り地域（郡山市）を対象とする放射性物質汚染廃棄物の処理・管理の

ガバナンスに関する地域社会研究では、郡山市の除染における市レベル・

地区レベルのステークホルダー連携の実態と課題を明らかにすることを

通じて、地域社会の除染における合意形成の成否を規定する要因を探索し

た。浜通り地域（飯舘村）を対象とする森林資源をめぐるコミュニティ・

ガバナンスに関する実証的研究では、森林再生事業に対する政策担当者の

課題認識・ニーズを明らかにした。 

 

    研究課題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］ 

    【フェーズ２】 

     〇既存のアンケート調査結果の統計解析 

      ・県政世論調査の解析の結果、東日本大震災後の県民の水とのふれあい方

にネガティブな変化があった人の割合は、経年的に減少傾向にある一方で、

浜通りや若い年齢層において比較的に多く、水環境の放射性物質による汚

染リスクへの不安との関連があり、これらをターゲットとした情報発信の

必要性を明らかにした。 

      ・コミュタンサイエンストークのアンケート解析の結果、参加者との交流

や体験を伴う情報発信が、理解度の向上に繋がることを明らかにした。 

      ・県内における放射線リスクコミュニケーションの事例を整理・分析した

結果、多くの事例が、一方向的な情報提供から、双方向的・相互作用的な

コミュニケーションに移行する傾向が認められた。このことから、情報発
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信において相互作用的なアプローチを併用することが効果的であること

が示唆され、得られた知見については交流棟における情報発信事業で活用

を図った。また、知見の内容は国際的な学会誌に掲載された。 

     〇環境配慮行動に係るアンケート調査等の実施及びデータ解析 

      ・台風 19 号の影響で予定していたイベントが開催中止となったため、台

風被災も含めた河川環境に対する流域住民の現在の意識や関心をアンケ

ート調査により実施し、今後の情報発信のあり方をまとめた。 

      ・環境配慮行動に関するアンケート調査、モデル事業の実施・解析により

県民の環境配慮行動を効果的に促進させる手法を明らかにした。（予定） 

 

 

（４）事業評価 

   ①放射線計測 

    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、大きく分けて、「分析・測定技術の開発」と「被ばく

線量の評価手法・モデル開発」という 2つの中区分で、3機関連携のもと研究

を進めてきた。 

    「分析・測定技術の開発」においては、フェーズ１において、ICP-MSを用い

たストロンチウム-90分析法の検出限界値の低減、低濃度のトリチウムを測定

するため電解濃縮法の導入、有機結合型トリチウム(OBT)分析における前処理時

間の短縮、GPS歩行サーベイ技術及び上空からの放射線測定技術の確立、水中

放射線測定技術の開発等を行った。フェーズ 2では、フェーズ 1で導入・開発

した手法の高度化を進めるとともに、利活用の促進を図った。トリチウム電解

濃縮法では、500mLを分析するのに、分析時間３週間程度、検出限界値 0.1Bq/L

を達成した。ICP-MSを用いたストロンチウム-90分析法では、土壌や魚の可食

部に含まれるストロンチウムの分離が可能になり、魚の生の可食部では、検出

限界値を低減化し 2.7Bq/kgとした。この値は線量評価上、十分に満足できるも

のである。前処理時間を除いたストロンチウム-90分析時間は、従来の分析法

では１ヶ月程度必要であったが、15分程度に短縮することができた。また、フ

ェーズ１で開発した機器のうち、GPS 歩行サーベイ機器は「里山再生モデル事

業」における空間線量率測定に活用された。βγ弁別用プラスチックシンチレ

ーションファイバー(PSF)については、キャリブレーション試験及び長期安定性

試験を行い、令和 2年１月 31日より、東京電力にて運用が開始された。確立し

た OBT分析手法やストロンチウム-90分析法を用いた福島県沿岸域の魚介類の

分析結果については、漁協等へ報告した。復興再生拠点のモニタリング結果に
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ついては、各自治体の除染検証委員会の資料に掲載され、令和 2年 3月の避難

指示準備区域解除の政策判断に貢献する等、研究成果を積極的に発信した。 

    今後は、廃炉作業等に伴い、環境モニタリング技術のニーズの多様化が見込ま

れることから、開発した分析法について、テクネチウム 99 等の難測定核種の分

析、緊急時における分析、核種毎の環境中での移行を評価するための分析法等、

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ことが必要である。ま

た、被ばく線量の評価等に資する正確な情報を住民等へ提供するため、検出限界

値の低減化を目指すとともに、3機関及び国内外の信頼できる分析機関と定期的

に相互比較分析等を実施し、分析・測定値の信頼性を継続的に担保できる体制を

構築していくことも必要である。さらに、分析・測定結果の効果的な情報発信手

法を検討し、積極的な情報発信を行うことも必要がある。 

    「被ばく線量の評価手法・モデル開発」においては、フェーズ 1では、農産

物等への移行も含んだ流域スケールの放射性セシウム動態を考慮したコンパー

トメントモデル、放射性セシウムの土壌深度方向への移動挙動を再現するモデ

ルを開発し、平坦地や森林内の線量率の経時変化は土壌中のセシウムの深度方

向への移行が影響していることを明らかにした。また、飯舘村における大気中

や室内環境中の放射性セシウム等のモニタリングにより、吸引による被ばく線

量やダストを介した被ばく線量を推計し、同地域における被ばく線量と比較し

て大幅に小さいことを確認した。フェーズ 2では、異なる手法で測定された空

間線量率のモニタリングデータを集約し、統計的解析を実施することで福島県

全域における事故当初からの空間線量率の推移を示す経時変化マップを作成

し、公表した。また、フェーズ１で開発した放射性セシウムの移行モデルを用

いて陸水生態系に関する評価を行い、渓流魚への放射性セシウムの取り込み経

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

または流出する経路、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ことを明らかにした。コケ等の特性を活かした放射

性物質の沈着・飛散挙動評価では、地衣類やリターから放射性セシウム含有物

質を効率的に特定・単離する手法として、有機物分解と電子顕微鏡学的手法を

組み合わせた方法を開発したほか、コケバッグを用いた簡易モニタリング法の

試験を実施し、候補種間の性能比較、ダストサンプリングとの比較を行い、結

果をとりまとめた。また、実測された放射性セシウム濃度をもとに、事故初期

の甲状腺等価線量を推計し、同一地点の屋外に滞在したと仮定した場合の被ば

く線量である「線量ポテンシャル」の時空間分を示すとともに、平成 23年 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明らかにした。さらに、自

家採取食物である山菜やキノコ類について、摂取による内部被ばく線量を評価

するため、摂取量の簡易調査票を開発し、震災前の摂取量を推計するととも



 

49 

 

に、山菜やキノコ類について、調理による低減効果試験の予備試験を実施し、

「茹で」「あく抜き」など調理による低減パラメータを取得・整理し、内部被

ばく線量評価方法を作成した。 

    今後は、住民や市町村等に対して、被ばく線量評価等に資する正確な情報を提

供するため、開発したモデルの高度化・精度向上に努めることが必要である。ま

た、廃炉作業及び多発する自然災害を考慮したモニタリング並びに被ばく線量評

価手法の開発を進めることも必要である。 

    放射線計測部門では、「分析・測定技術の開発」と「被ばく線量の評価手法・

モデル開発」の分野において、多くの成果を達成してきた。フェーズ 3以降にお

いては、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必要がある。 

 

 

   ②除染・廃棄物 

    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） 

 

    福島県内の面的な除染については帰還困難区域を除いて平成 30 年 3 月までに

終了し、帰還困難区域についても特定復興再生拠点区域の整備に伴う除染が行わ

れている。また、これら除染で発生した多量の除去土壌や廃棄物の仮置場から中

間貯蔵施設への輸送が本格化するとともに、中間貯蔵施設で土壌の受入、分別、

貯蔵や、廃棄物の減容化のための熱処理が進められている。このような状況を踏

まえ、除染・廃棄物部門では県民の安全・安心に資することを第一義的な目的と

して、フェーズ 1とフェーズ 2では、試験・研究を「除染等に関する技術支援」

と「廃棄物等の適正処理・再生利用技術の確立」の二つの分野に分類して実施し

ている。これまでに実施された課題の内容と成果、今後の課題は以下の通りであ

る。 

 

   １．除染等に関する継続的な技術支援 

    課題「放射性物質対策の効果持続性の把握」では、河川敷においては事前調

査を踏まえた表土除去が線量率の低減に有効であり、その効果は異常気象時も

含め経年的に維持されていることが確認された。また、除染が完了した公共施

設においても除染の効果が維持されていることが確認できた。一方、昨今の状

況から今後も異常気象が起こる可能性があるため、その後における河川敷等の

放射線モニタリングは継続して行うことが県民の安全・安心のためには求めら
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れる。 

    課題「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」では、除

染活動支援システム"RESET"を用いて除染の効果や線量予測を行い、その結果は

国や市町村へ提供され実際の除染にあたって支援ができたと評価できる。今後も

要請に応じて支援をすることが必要であるとともに、将来起こりうる事故の際に

利用できるように本システムの評価技術を説明書等にて公開していくことが望

まれる。 

    課題「除去土壌等の保管に係る適正管理手法の確立」では、仮置場での保管

が長いところでは７年程度経過しているが、遮光保管されているフレキシブル

コンテナや遮水シート等の資材はそれらの期間を経ても十分な耐久性を有して

おり、仮置場での安全な保管が確認できた。これらの成果は福島県の仮置場等

技術指針に反映された。また、現在は中間貯蔵施設への輸送が完了した仮置場

では原状回復作業が順次進められており、放射線量の確認はもとより、農地に

復帰する等の所有者の意向に沿って回復を進める必要がある。 

 

   ２．廃棄物等の適正処理・再生利用技術の確立 

    課題「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」及び課題

「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」では、一般廃

棄物焼却施設から発生する飛灰からは放射性セシウム(Cs)が比較的溶出しやす

いため、その対策として、ゼオライト等の粘土鉱物を混練することにより溶出

が抑制できることを確認した。また、それらを処分した一般廃棄物最終処分場

からの放射性 Csの溶出についても、その溶出率は低いものであることが確認さ

れた。一方、最終処分場からの放射性 Csの漏えいは住民が最も懸念するところ

であり、また Cs-137は半減期が約 30年と長いため、今後も継続して最終処分

場の線量測定や浸出水等の水や汚泥の放射能濃度を測定していく必要がある。 

    課題「放射性物質を含む廃棄物等の減容化技術の開発・高度化」では、中間

貯蔵施設の効率的運用、最終処分廃棄物量の低減のための灰溶融技術に対し

て、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が開発された。一

方、放射性 Csが濃縮されたジオポリマー等の固化体については、その特性(安

定性、溶出性等)を把握し、その処分形態を提案していく必要がある。本技術に

ついては今後残存する多くの有機廃棄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ての努力が望まれる。 

    課題「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そ

の管理手法の確立」では、廃棄物等の流れの中でどの過程、どこに放射性 Csが

蓄積されるかの評価を行っており、これまで人への被ばく線量が顕著に高いと

ころは見出されていない。今後は、線量が高い地域からの廃棄物を対象として
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放射性 Csの流れを総合的に把握して、適切な放射性 Csの管理ができるように

することが望まれる。 

    課題「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」では、低汚染廃棄物を処分した場合の検討を行い、放射性

Csの溶出挙動と土壌の吸着能の関係を明らかにするとともに、除去土壌を用い

たライシメーター試験や実証盛土試験、焼却灰のセメント固型化技術、コンク

リート技術を用いた処分場でのコンクリートの耐久性と放射性 Csの浸透抑制な

どの課題を実施し、その成果の一部は国際学会基準として採用されている。ま

た、盛土試験等は除去土壌の再生利用にも有益な成果を提供している。 

    今後は、上記に述べた課題に加え、土壌の処理処分や再生利用については県

民の関心も高く安全確保の観点からその方策を分析評価していく必要がある。

また、山林が除染していないことからくる県民の不安もあり、今後も里山等で

の除染の効果を引き続き見守っていくことも必要である。さらに、本格操業が

開始されている中間貯蔵施設の事業について安全性の確認も重要な課題とな

る。一方、令和元年東日本台風のような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と

なる。 

 

    以上、除染・廃棄物部門のこれまでの成果を概観した評価と今後の課題を述

べたが、ここで得られた成果を広く県民と共有するとともに、今後も県、市町

村との協力、情報発信を積極的に進めながら３機関が有機的に連携して試験、

研究を進めることが必要である。また最後になるが、放射能による環境汚染は

ひとたび起これば住民や環境に多大な影響を与えることから、福島県の環境修

復は世界的にも関心がもたれており、得られた知見内外に公表・共有していく

必要がある。分析・測定結果の効果的な情報発信手法を検討し、積極的な情報

発信を行うことも必要がある。 

 

 

   ③環境動態 

    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） 

 

    環境動態部門では、環境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」の中区分のもと、3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、陸域での移動や陸域から海洋への移行を見積もるため、
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森林から河川・ダム等を経て河口域に至る過程における、放射性セシウムの移行

挙動の定量的な評価に向けた研究を実施している。3機関それぞれが福島県内の

異なる地域を研究対象とすることによって、環境動態に関する調査研究を効率的

に進めている。森林環境に関する調査によって、森林からの放射性セシウムの流

出率が 2013 年の 0.19%から 2018 年の 0.07%へと低下し、樹木の放射性セシウム

低下傾向にあること、森林における放射性セシウムの 9割以上がリター（落葉）

と表層土壌に分布し放射性セシウムが森林内に留まる傾向にあることが明らか

となった。中通り・浜通りの河川に関する調査の結果、河川水中の懸濁態・溶存

態放射性セシウム濃度は共に事故直後の数％に低下していることや、出水時に放

射性セシウム濃度の低い土砂が移動し堆積することによる下流河川敷での空間

線量率の低下が確認された。また、河川水中の固相（河床土）は、バーミキュラ

イトなどの粘土鉱物に加えて、福島県に広く分布する花崗岩に含まれる長石や角

閃石の風化部においても放射性セシウムが吸着されていることを明らかにした。

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

ことが明らかになった。平成 29 年 4 月下旬から 5 月上旬にかけて浪江町の帰還

困難区域内で発生した林野火災後の線量率分布や放射性セシウムの流出率等に

関する調査の結果、森林から河川への放射性セシウムの流出量は、非火災地にお

ける変動の範囲内であること等が確認された。 

    「移行モデル」では、温暖化などによる河川出水による放射性セシウムの生

活圏への移流など今後の福島における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、パラメータを整備している。そ

のために、河川のモニタリングを継続し、移行動態に関する調査研究を推進す

ることが必要である。 

移行モデルシミュレーションを実施することによって、事故直後から約半年

間の陸域から海へのセシウム流出率がそれ以降の流出率と比較して約 9～30倍

高かったことや、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

明らかにした。また、空間線量率や各種試料中の放射性物質濃度の測定結果を

データベース化し、これまでの研究成果に基づく知見とともにホームページに

て公開したほか、新規データの取り込み等を継続して実施した。 

「生態系への影響評価」は、フェーズ１における「野生生物への影響把握」

と「生態系管理手法等」を踏まえ、フェーズ２から開始した研究課題である。

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。野生動物の食性や行動等の調査の結果、イノシシの筋肉中放射性セシウム

濃度は、食べた物の放射性セシウム濃度と相関があること、ツキノワグマやイ
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ノシシの筋肉中放射性セシウム濃度は季節変動を示すこと、遺伝子解析の結果

から阿武隈川周辺域を境とし移動が制限されていることが明らかとなった。ま

た、避難指示区域内外の野生生物に関する野外モニタリングを実施し、そのデ

ータを公開するとともに、イノシシなど一部の生物の観察頻度が避難指示区域

内で多いことや、水辺を利用する生物については耕作放棄による生物の移動範

囲制限による分断が起きていることが確認された。このほか、DNA損傷を定量

的に検出できる植物及びそれに由来する培養細胞を開発し、空間線量率にして

約 16μSv/h 未満では DNA損傷は速やかに修復され変異の蓄積が見られないこと

を確認した。今後は、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

える要因について引き続き研究を進める。また、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

る研究を進める。     

    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。また、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

意見などに多く寄せられた、「森林環境における被ばく線量」、「廃炉に伴う処

理水が環境放出された場合の影響」、「廃炉に伴う放射性物質の環境影響」など

に関する調査研究も念頭に、今後の研究方針へ反映し、連携機関と協力して推進

する。 

 

 

   ④環境創造 

    部門長：中田俊彦（国立大学法人東北大学教授） 

 

   １．環境創造部門においてフェーズ１～２における達成すべき目標や解決が必要

と位置づけている課題について 

    2011 年東日本大震災からの復興を着実に進め、豊かな地域社会の構築を実現

するために、「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」をフェーズ１の柱と位置づけ、さらにフェーズ２では「統合イノ

ベーションの創出」を加えてきた。甚大な被害を受けた相双地方を含む福島県全

体を見据えて、国際社会の持続可能な開発目標（SDGs、2015）の達成と、気候変

動緩和と脱炭素社会への移行、それに伴うパラダイム転換を同時に進めていくこ
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とがきわめて重要である。 

 

   ２．環境創造部門においてフェーズ１～２で重視した取組や内容について 

    震災や水害など頻発する災害に対して、災害の事前事後を一貫して取り扱う

統合マネジメントの仕組みの構築を想定して、そのために必要な客観的エビデ

ンスである科学的データの取得と分析、普遍的な評価手法の開発、将来シナリ

オを合理的に策定する社会科学手法の導入など、従来の研究の枠組みに囚われ

ない、分野横断型の研究アプローチを進めてきた。 

 

   ３．環境創造部門における目標、成果の内容や達成状況について 

    フェーズ１（４年間）、フェーズ２（３年間）のなかで、順調に進捗している。

ただし、市区町村との関係づくり、研究成果の社会実装などは、まだ一部の地域

に留まっていて今後の展開も足踏みしている。研究者の自助努力に加えて、セン

ターとして組織的な外部への働きかけが求められる。 

 

   ４．環境創造部門における残された課題や新たに対応が必要と考えられる課題に

ついて 

    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。 

 

   ５．環境創造部門における今後の方向性について 

    被災地の復興だけに留まらずに、感染症を契機にして社会システム全体の大き

な変革の渦中に入っている。フクシマの経験から得られる知見を、内外に広く発

信する媒体（情報キャリア）を一元化して、世界と県民の両方に視野を置いて、

国際互換性のある地域研究のプロフェッショナルを育てていくことを期待する。 

 

（５）参考 

調査研究事業における他機関との連携イメージ 
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３ 情報収集・発信 

（１）事業方針 

  ① モニタリングデータの収集・発信 

環境放射能及び一般環境中における有害物質等のモニタリングデータについ

て、県庁関係各課やその他の国内各機関が有するデータをモニタリング事業と連

携しつつ着実に収集・整理するとともに、蓄積されたモニタリングデータを視覚

的に提示する等、県民等が分かりやすい形で利用できるような情報発信を行う。

併せて、福島県の現状を伝える空間線量率等のモニタリングデータの推移につい

て、風評の払拭につながるよう、県外に向けて分かりやすい形で発信する。 

    また、フェーズ１で培った技術を活用し、取り巻く社会情勢等の変化に伴う県

民等のニーズの変化に対応したフレキシブルなモニタリングデータの収集・発信

を行う。 

    さらに、林野火災等の突発的な事象において、緊急性の高いモニタリングデー

タを速やかに発信できる情報発信体制を構築する。 

② 調査研究成果の収集・発信 

環境創造センターにおける調査研究成果に加え、IAEA 等の国際機関や大学、

研究機関等における調査研究成果等について、調査研究事業とも連携しつつ、既

存のウェブサイトへのアクセスや関連書籍の充実等により幅広く収集するとと

もに、県民等が利用しやすいように体系的に整理する。 

 また、調査研究事業による情報発信のあり方の検討等により、ターゲットや目

的を明確化した上で、各種学会・国際会議等の開催・誘致や視察受入、報告書の

作成、交流棟展示物の更新、ウェブサイトの拡充、サイエンスカフェやミニ講座、

出前講座の開催等により、調査研究成果の国内外への積極的かつ効果的な発信を

行うとともに、県民と環境創造センター研究員との対話・交流の機会を創出し、

調査研究成果の理解促進につなげる。 

③ 環境回復・地域再生・環境創造に関する情報の収集・発信 

県民の安全・安心な生活に資するため、本県の環境回復・地域再生・環境創造

に関する情報について、関係機関との連携・協力の下、既存のウェブサイトへの

アクセスや関連書籍の充実等により幅広く収集を行い、県民等が利用しやすいよ

うに体系的に整理するとともに、シンポジウムの開催等により大学や研究機関、

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。 

また、調査研究事業と強く連携しつつ、帰還困難区域の復興再生拠点となる区

域の詳細な除染シミュレーションと空間線量率の将来予測等を実施し、環境回復

に係る情報を国や地方公共団体等に提供するとともに、将来的な自然環境や生活

環境、資源循環等も含む広域かつ長期的な視野での地域再生・環境創造に係る情
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報発信にも取り組む。 

④ 交流棟「コミュタン福島」における取組 

交流棟においては、上記の調査研究成果や環境回復・地域再生・環境創造に関

する情報を効果的に発信するほか、福島県の現状や放射線に関する知識、環境創

造センターでの調査研究成果等について、取り巻く社会情勢等の変化、特に廃炉

作業の進展に対応した展示や体験学習プログラムの開発・更新を行い、県民等の

ニーズを踏まえた情報を発信する。 

また、平成 27年（2015年）に採択されたパリ協定 と持続可能な開発目標 （以

下「SDGs」という。）が世界の潮流を変え、世界が脱炭素・持続可能社会へ向か

って大きく転換し始めている中、県内においてこうした動きを広げていくべく、

パリ協定や SDGs等の世界的な取組を既存の交流棟展示物に反映する。 

    県内外からの交流棟への来館を促進し、福島県の放射線や環境の現状について

理解を深めてもらうため、学校や教育委員会、旅行代理店等への PR 活動を積極

的に行い、魅力ある施設運営を進めるとともに福島県に対する風評の払拭につな

げる。特に、令和２年（2020年）の東京オリンピック・パラリンピックの開催に

あわせて、国内外から多くの来県者が見込まれることから、より一層の PR 活動

に注力する。 

  さらに、福島を拠点とした国際的な研究ネットワークの構築や国内外の研究者

等からの情報収集・発信等のため、会議室、ホール等を活用し、各種学会や国際

会議、ワークショップ等の開催・誘致を進める。 

  上記の取組について、教育・研修・交流事業や関連情報発信施設との緊密な連

携の下で推進する。 

 

（２）事業計画 

   モニタリング結果や調査研究成果などについて収集・整理を行い、県民等が分か

りやすく利用しやすいような情報発信を行う。交流棟においては、社会情勢等の変

化に対応して展示や体験学習プログラム等の更新を行い、県民等のニーズに合った

情報発信を行うとともに、県外や海外からの来館者を見据えた PR活動を行う。 

 

  ① モニタリングデータの収集・発信 

 ・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] 

・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] 

② 調査研究成果の収集・発信 

・研究成果等の収集及び効果的な発信・理解促進（研究成果報告会の開催等）[福

島県・JAEA・NIES] 

・福島原子力事故関連情報アーカイブの継続[JAEA] 



 

58 

 

・研究関連刊行物の発刊[福島県・NIES] 

・交流棟展示室での調査研究成果の発信 

③ 環境回復・地域再生・環境創造に関する情報の収集・発信 

・環境回復・地域再生・環境創造に関する情報の収集・発信[福島県・JAEA・NIES] 

・除染活動を支援する情報の発信 [JAEA] 

④ 交流棟「コミュタン福島」における取組 

・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・JAEA・NIES] 

・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や展示の整備[福島

県] 

・県内外からの交流棟来館促進[福島県] 

・学会、国際会議等の誘致[福島県]  

・関係機関等とのネットワークの構築[福島県] 

・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] 

 

（３）事業成果 

  ① モニタリングデータの収集・発信 

・県民等が求める県内の空間線量率、農林水産物・飲料水等の放射能検査に係る

情報のポータルサイトとしての機能を有する県ウェブサイトを構築してアク

セス性を改善するとともに、コンテンツの追加・見直し及び英語版ページの拡

充を実施した。 

・国、地方公共団体等の様々な組織が個別に実施している放射性物質・有害物質 

等のモニタリング調査の結果を一元的に集約、管理、分析し、放射性物質の分

布に関する事故後から現在に至る経時変化情報、今現在の最新分布情報、稠密

かつ信頼性の高い統合マップ情報等の多様な情報を分かりやすい形式で、JAEA 

の「放射性物質モニタリングデータの情報公開サイト」において公開した。 

・令和元年度には、「放射性物質モニタリングデータの情報公開サイト」、「根拠

情報 Q&Aサイト」、「解析事例サイト」を一体で運用し、閲覧者が知りたい知見

を、シミュレーション結果、根拠となる科学的知見、実測データとともに分か

りやすく提示することで、多角的に理解を深めていけるようなマルチな情報提

供環境「福島総合環境情報サイト(FaCE!S)」を公開し、継続的に新たな知見を

追加するとともに、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。 

・さらに、県民や地方公共団体の関心に応じて、柔軟かつ容易にマップ作成を支

援するマッピングツールや関連データを整備、公開した。 

・県内の学校、公園等に設置されているリアルタイム線量計で取得した空間線量

率データを整理し、交流棟における展示コンテンツにより公開した。この展示

コンテンツでは、過去と現在のデータを比較することができるため、生活空間
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における空間線量率の低減傾向に関する来館者への知識普及に寄与した。 

  ② 調査研究成果の収集・発信 

・福島県と IAEA との間の協力に関する覚書に基づく協力プロジェクト会合及び

チェルノブイリ等への現地調査を実施し、IAEA 及び国内外専門家による調査

研究成果・知見を収集した。また、環境創造センターにおける調査研究成果を

発信するとともに、福島県の環境回復等の現状について情報共有を行った。 

・学会発表、論文掲載、刊行物の発行等を通して、県内外に向けて環境創造セン

ターの調査研究成果を発信した。 

・一般向けに分かりやすく正確な情報発信を行うため、ウェブサイトでの情報発 

信、情報誌やニュースレター等の刊行物の発行、交流棟におけるポスター展示

を行った。また、三春町が毎月発行する広報誌において、調査研究成果の紹介

等を行った。 

・県民等との対話・交流を通じた調査研究成果の発信のため、本館・研究棟への 

施設見学受入や成果報告会、サイエンスカフェ、サイエンストークなどのイベ

ント・ミニ講座、出前講座の開催等を行った。 

・原子力災害に関し、東京電力ホールディングス㈱、公的機関及び大学等研究機 

関から発信されたインターネット情報及び学会口頭発表情報を収集し、体系的

に整理するとともに、検索・閲覧することができるシステム「福島原子力事故

関連情報アーカイブ」等を整備、運用した。 

   ・県民を対象とした出前講座の開催や各種シンポジウム等を通じて、環境啓発活 

動を行った。また、国際ワークショップ（専門会議）の主催や参画を通じて、

環境創造センターにおける活動内容を国際的に発信した。 

・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 等団体が参加し、それら研究機関等の取組について広く県民等に周知

する環境創造シンポジウムを開催した。 

・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、ウェブサイトへ掲

載した。 

・県ウェブサイトにおいて、調査研究に係る英語版ページの拡充を図った。 

なお、令和２年度は、ウィズコロナに対応し上記の取組の一部について、ウェ

ブサイトを活用するなどして情報発信した。 

③ 環境回復・地域再生・環境創造に関する情報の収集・発信 

 ・環境回復・地域再生・環境創造に関する情報について、国や地方公共団体、大 

学等研究機関の所有する情報を学会や国際会議、インターネット等を通じて収

集した。 

・（再掲）県民等が求める県内の空間線量率、農林水産物・飲料水等の放射能検

査に係る情報のポータルサイトとしての機能を有する県ウェブサイトしてア



 

60 

 

クセス性を改善するとともに、コンテンツの追加・見直し及び英語版ページの

拡充を実施した。 

・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。 

・（再掲）県民を対象とした出前講座の開催や各種シンポジウム等を通じて、環 

境啓発活動を行った。また、国際ワークショップ（専門会議）の主催や参画を

通じて、環境創造センターにおける活動内容を国際的に発信した。 

・（再掲）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 等団体が参加し、それら研究機関等の取組について広く県民等

に周知する環境創造シンポジウムを開催した。 

なお、令和２年度は、ウィズコロナに対応し上記の取組の一部について、ウェ

ブサイトを活用するなどして情報発信した。 

・交流棟において、除染の進捗、空間線量率の低減傾向、避難地域の変遷、福島

県産農林水産物の放射能検査結果、循環型社会構築、再生可能エネルギー導入

推進等に関する展示コンテンツの整備により、福島県の環境回復等に関する現

状を広く発信した。 

・除染活動支援システム「RESET」を開発・活用し、国や市町村が進める除染の

効果的・効率的な実施計画の策定や除染後の効果の確認、住民の帰還に向けた

リスクコミュニケーションの支援を行った。 

 

④ 交流棟「コミュタン福島」における取組 

 ・交流棟においては、展示や体験学習、研究成果報告会、サイエンスカフェ、サ

イエンストークなどのイベント・ミニ講座、ポスター展示、その他交流棟開催

イベント等により、福島県の環境回復等の現状や調査研究成果に関する情報発

信、放射線に関する基礎知識の普及を行った。 

・交流棟については、令和元年度まで毎年８万人以上の来館があったものの、令

和２年度においては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により来館者数が

大きく減少した。 

 ・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、公開した。 

・デジタル地球儀「触れる地球」を整備し、これを活用した SDGs や地球温暖化

に関する学習プログラムを開発し、来館者へ提供したほか、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。 

・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。 
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・交流棟において、福島県と IAEA との協力プロジェクト会合を開催した。また 

外務省と IAEA との協力プロジェクトに係る国際ワークショップを開催した。

併せて、開催プログラムに交流棟展示室の視察等を盛り込むことにより、福島

県の環境回復等の現状に関する情報発信を行った。 

・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。 

・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。 

 

（４）－１ 事業評価（１次評価：福島県環境創造センター） 

  ① モニタリングデータの収集・発信 

県庁関係各課において実施している、空間線量率や一般環境中有害物質などの

モニタリング結果について収集・整理し、県ウェブサイトで発信することにより、

アクセスしやすく、わかりやすい情報発信を行った。 

また、英語版を拡充するなど海外に向けた情報発信も行った。 

JAEAにおいては、「福島総合環境情報サイト(FaCE!S)」を公開し、閲覧者が知

りたい知見を、シミュレーション結果、根拠となる科学的知見、実測データとと

もに分かりやすく提示することで、多角的に理解を深めていけるようにした。 

交流棟においては、県内空間線量率データを説明し、リアルタイム線量計シス

テムによる県内の空間線量率の監視体制について理解を深めるとともに、県内の

空間線量率と県外・海外の空間線量率との比較、過去の空間線量率との比較によ

り県内の現状に対する理解を促進した。 

② 調査研究成果の収集・発信及び環境回復・地域再生・環境創造に関する情報の

収集・発信 

国や地方公共団体、大学等研究機関の所有する情報について、学会や国際会議、 

図書、インターネット等を通じて幅広く収集した。 

調査研究成果及び環境回復・地域再生・環境創造に関する情報について、学会

発表や論文掲載、刊行物の発刊、IAEA 協力プロジェクト会合での発表等により

発信した。 

一般向けには、三機関のウェブサイトによる情報発信、情報誌やニュースレタ

ー等の発刊、交流棟展示コンテンツの更新、交流棟でのポスター展示等、様々な

媒体を通じて、県内外に向けて分かりやすく正確な情報発信を行った。 

また、本館・研究棟への施設見学受入、成果報告会やシンポジウム等の開催、

サイエンスカフェ、出前講座の実施等による県民等との対話・交流によっても情

報発信を行った。コロナ禍においては、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。 
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③ 交流棟における取組 

交流棟の展示内容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うとともに、展示

の多言語化を図り、海外からの来館者にも対応できるようにした。 

デジタル地球儀「触れる地球」など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するとともに、

「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、調査研究成果をわかりやすく発信した。 

交流棟については、令和元年（2019年）度まで交流棟来館者数の目標値である

年間 80,000 人を上回る来館者があったが、令和２年度においては、新型コロナ

ウイルス感染症拡大の影響によりかったため来館者数が大きく減少した。 

 

今後は、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わかりやすく発信してい

く必要がある。 

コロナ禍においては、特に県外や海外からの交流棟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する必要がある。 

交流棟については、特に県外での認知度が低いことから、認知度向上を図って

いく必要がある。 

また、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。 

 

（４）－２ 事業評価（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頂くことを広報すべきである。 

  ・ 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

などは多くの人に見てもらえるし、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

していくべきである。 

  ・ 多言語化はできるだけ範囲を増やし。PRすべきである。 

  ・ 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。新規展示コンテンツの整備により、SDGs や地球温暖化の見える化にな
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り、広い世代に興味を持ってもらうことができる。 

  ・ 県内外の人に来ていただくため、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良いのではないか。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。 

  ・ 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、数回行ってもよいのではないか。 

  ・ 県民等との対話・交流を通じた調査研究成果の発信のため、本館・研究棟への

施設受入や成果報告会、サイエンスカフェ、サイエンストークなどのイベント・

ミニ講座、出前講座の開催は大変評価したい。 

  ・ このような出張出前講座方式で展示の紹介、ミニ体験イベントなどは環境創造

センターに行くきっかけになる。コロナ禍で来られない、遠くで行けないと思っ

ている方、行ったことのない子どもや家庭に経験してもらえるので、広い県内に

でかけることは有意義である。 

  ・ 展示については、「なぜこうなるの？」など初心者向けに小さな疑問に答える

ことも展示や対面でできると理論や途中経過がわかる内容もよいのではないか。 

  ・ 自分でわかった、解決できた、ということで楽しく興味を持ってもらえる。特

に、「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。 

  ・ SDGs に関連していることが学べる場所であることをもっと PR すべきである。

コミュタン福島の展示物に 17 のどの項目に関連しているかわかる表示があると

よい。 
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（５）参考 

情報収集・発信事業における他機関との連携イメージ 
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４ 教育・研修・交流 

（１）事業方針 

  ① 放射線等に関する教育 

小中学生を対象とした放射線や環境に関する学習活動の実施・支援のために、

県教育委員会の「放射線等に関する指導要領」や来館者の意見、学校等の要望、

廃炉作業の進捗状況、地球温暖化対策等の環境教育への意識の高まり等を踏まえ

て、展示・体験用設備を整備するとともに、モニタリング事業及び調査研究事業

とも連携した効果的な展示見学学習プログラムや体験研修プログラム等を作成

する。 

    また、県民や国内外からの来館者を対象とした放射線や環境についての知識の

普及のため、調査研究事業における情報発信のあり方検討の結果、来館者等への

アンケートによる理解度確認・意識調査の結果等を踏まえ、年齢や知識の習熟度

にあわせた運営プログラムの作成、リピーターに繋がる企画の立案等、効果的な

事業構築を図る。 

② 環境の回復・創造に関する研修 

放射線に関する基礎的・実務的な知識の普及や、原子力災害による長期避難や

風評被害等の環境・社会影響に対する理解の促進、環境の回復・創造に従事する

コーディネータ等の人材育成のため、県庁関係各課やモニタリング事業・調査研

究事業とも連携して、学生や地方公共団体、地域企業、NPO等の様々な対象に向

けた講習会や研修等を実施する。 

    また、東日本大震災の教訓を次世代に伝え将来起こりうる災害に備えるため、

災害環境分野に関する人材育成プログラムを実施するとともに、大学等研究機関

や地方公共団体、地域住民との間の情報共有に資するため、調査研究事業や地元

大学等と連携して、地域コミュニティの活性化と円滑な社会コミュニケーション

を促進する人材の育成に取り組む。 

   さらに、附属施設を活用した環境学習会を開催する等、教育・研修の機会を充実

させ、環境保全への意識を高めることで、福島の未来を担う人材の育成に寄与

する。 

③ 県民・NPO・関係機関等との交流 

県民や NPO 等がふくしまの未来を考え・創り・発言するきっかけとなる交流の

場・機会を提供するとともに、放射線等の影響に関する知識の普及や理解促進、

環境保全の普及啓発を図るため、モニタリング事業及び調査研究事業と連携して

ワークショップやセミナー、出前講座、環境学習会等を積極的に開催し、県民等

と職員との交流を図る。 

    NPOや大学等研究機関等との連携によるシンポジウムや会議等の誘致を行うと
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ともに、これらの開催を通じて調査研究テーマや関係者のニーズを踏まえたネッ

トワークの構築を図る。 

    また、国立科学博物館等との連携による企画・イベント・広報（県内巡回展等）

等の実施、環境省の設置したリプルンふくしま等の関連情報発信施設との連携、

ボランティア参画に向けた企画立案や環境イベントの実施に取り組む。 

 

（２）事業計画 

  環境の現状や放射線に関する情報を伝え、ふくしまの未来を創造する力を育むため、

環境放射能等や環境の回復・創造に関する教育・研修や人材育成に取り組むとともに、

交流棟や附属施設を利用し住民理解の促進等に向けた取組を実施する 

 

① 放射線等に関する教育 

・放射線・除染等に関する学習活動の支援（機会の創出）[福島県] 

・大学等と連携した教育プログラムの実施[福島県]【フェーズ１】 

・各種来館者層に併せた運営体制の構築[福島県] 

・「放射線に関するご質問に答える会」の継続[JAEA] 

② 環境の回復・創造に関する研修 

・放射線や除染等、環境回復に関する研修会・セミナー等の実施[福島県]【フェ

ーズ１】 

・環境の回復・創造に関する研修等の開催[福島県]【フェーズ２】 

・環境回復に向けた講習会等の実施[福島県]【フェーズ１】 

・附属施設等を活用した教育・研修[福島県] 

・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] 

③ 県民・NPO・関係機関等との交流 

・交流の場を及び機会の場の創出[福島県] 

・県民等との交流イベント、ワークショップ等の開催[NIES] 

・次世代層との連携強化[NIES] 

・動画コンテンツの作成[NIES] 
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（３）事業成果 

 ① 放射線等に関する教育 

・県教育委員会作成の「放射線等に関する指導資料」に沿った交流棟の展示製作、

放射線や環境の学習等に必要な備品等の整備を行うとともに、適宜、展示デー

タの更新を行った。 

・交流棟新規展示コンテンツとして、「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」を整備し、地球温暖化に関する学習コンテンツとして

活用した。 

・小学校団体の展示見学学習プログラム及び体験研修プログラムを開発し、そ

れらを組み合わせた交流棟での学習メニューを学校に提案した。 

 また、来館促進のための小学校への交通費補助を行った。（コロナ禍において

は、密回避のためのバス台数の増に対応するため、補助を拡充） 

その結果、県内小学校来館実績は、平成 28 年度：185 校、平成 29 年度：267 

校、平成 30 年度：253 校、令和元年度：258校、令和２年度：191校（見込

み）となった。 

・福島県の学校の教員や保護者が抱いている疑問等に対して正確な情報を提供 

することを目的とした「放射線に関するご質問に答える会」を継続して実施し

た。 

・学校の要望を受け、三機関連携による出張講座を実施した。 

・交流棟において東京都教育庁や横浜市教育委員会による教職員研修が開催さ

れた。 

・開所記念イベント、サイエンスショー及び科学実験教室、著名人を招いた講演

会等を開催することにより科学への興味を喚起し、また、交流棟への来館を促

進することで、展示室における来館者の放射線等に関する学習を推進した。 

・来館の促進及びリピーターの獲得を図るため、館内クイズラリー、ポイントカ 

ード及びワークショップの開催等の来館促進企画を実施した。 

・（公財）福島観光物産交流協会の企画する教育旅行・合宿誘致キャラバンに参

加し、各都県の教育委員会や旅行会社等への PR 活動を実施した。また、セン

ター独自でも首都圏の教育委員会や旅行会社等への訪問を行った。 

・国立科学博物館と包括協定を締結し、国立科学博物館コラボミュージアム及び

国立科学博物館巡回展の開催、国立科学博物館「シアター36〇」及び環境創造

シアターにおける相互の番組上映を行った。 

なお、令和２年度は、ウィズコロナに対応し上記の取組の一部について、ウェ

ブサイトを活用するなどして実施した。 

② 環境の回復・創造に関する研修 

・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
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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 

・理科自由研究に関する研究成果を広く発信するとともに、児童の科学への探究

心の喚起及びプレゼンテーション能力の向上を図るため、交流棟において理科

自由研究発表会を開催した。 

・震災１０年目を迎えて、県内高校生の念い（おもい）を県内外へ広く発信する

ための人材育成講座を開設し、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。大会については、県内のみならず、県外・全国のメディアに紹介さ

れた。 

・地方公共団体又は各種団体等が開催する環境に関する講演会、講習会及び研修 

会などに、環境アドバイザーを派遣した。 

・化学物質リスコミュニケーションを推進するため、化学物質取扱事業者、工業 

科高校生、地方公共団体職員等を対象としたセミナー、ワークショップ等を実

施した。 

・身近な水辺環境を見直し、水質保全への関心を一層高めるため、水生生物調査 

による水質調査を行う「せせらぎスクール」の開催を、指導者の養成、資材の

提供等により支援した。 

・除染事業を安全かつ確実に行うため、従事者コース、現場監督者コース及び業 

務監理者コースの３コースの除染業務講習会を、平成 30 年度まで開催した。 

・除染アドバイザーを地方公共団体主催の講演会等へ派遣し、放射線や除染に関 

するリスクコミュニケーション等の促進を図った。 

・附属施設の野生生物共生センター及び猪苗代水環境センターにおいて、野生生

物や生物多様性の普及啓発、猪苗代湖や裏磐梯湖沼群の水環境保全への関心を

高めるための環境学習会を開催した。 

・大学や高等専門学校等に対し、放射線教育を通した環境回復分野の人材育成の 

推進のため、講義や実習等を実施した。また、夏期休暇実習生制度を用いた研

修生を受け入れた（各年：約２週間、５～10 名程度）。 

なお、令和２年度は、ウィズコロナに対応し上記の取組の一部について、ウェ

ブサイトを活用するなどして実施した。 

③ 県民・NPO・関係機関等との交流 

・県内における環境保全活動の推進を目的とした、ふくしま環境活動支援ネット 

ワークの交流会を開催した。また、ふくしま環境活動支援ネットワークの構成

団体や高校生が参加する「環境教育フェスティバル」が交流棟で開催され、各

機関の交流や活動に係る情報発信の場を提供した。 

・原子力災害からの環境回復・創造に向けた取組を行っている研究機関、NPO 等
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団体を環境創造センターに招致し、それら研究機関等の取組について広く県民

等に周知する環境創造シンポジウムを開催した。 

・ふくしまサイエンスぷらっとフォームに参画し、サイエンスアゴラ、サイエン

ス屋台村等の科学に関する祭典において、科学コミュニケーション活動を実施

した。 

・国立科学博物館と包括協定を締結し、国立科学博物館コラボミュージアム及び

国立科学博物館巡回展の開催、国立科学博物館「シアター36〇」及び環境創造

シアターにおける相互の番組上映を行った。（再掲） 

・県民等の運営参画による交流の推進のため、交流棟ボランティアスタッフの育 

成講座を実施した。 

・附属施設の野生生物共生センターにおいて、野生生物や生物多様性の普及啓 

発を図るため、国立科学博物館の巡回展等を開催した。また、猪苗代水環境セ

ンターは NPO の活動拠点としても活用された。 

   ・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

況について情報共有を行った。 

   ・新型コロナウィルス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。 

 

（４）－１ 事業評価（１次評価：福島県環境創造センター） 

① 放射線等に関する教育 

各小中学校における放射線教育を支援していくため、交流棟において放射線の

基礎知識や本県の現状等に関して学ぶことができる展示室整備や体験研修プロ

グラム・学習教材の開発を行うとともに、学校の要望や原発事故後の状況変化の

等に対応し、随時改修・改良を図ることにより、放射線教育に寄与した。 

交通補助なども併せて実施することにより、オープン以降、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しており、コロナ禍以前は、

県内小学校全体の約６割が来館した。 

学校向けアンケートの結果においては、「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。 

「３．１１の記憶がない子ども達なので、初めて知ったことが多かった」とい

う意見もあり、そういった児童等に対する学習活動等を強化していく必要がある。 

また、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等を行っていく必要

がある。 
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② 環境の回復・創造に関する研修 

除染業務に従事する人材等の育成を目的とした除染講習会など、環境回復に直

接関わる研修を始め、放射線に関する知識等の普及に関する取組、生物多様性や

水環境保全などを体験しながら学ぶ環境学習会などのほか、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

施など、様々な取組を実施し、本県の環境回復・創造に係る人材育成に貢献して

きた。 

今後は、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

効果的な人材育成に繋げていく必要がある。 

③ 県民・NPO・関係機関等との交流 

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

受入等により、県民や関係機関等との交流を図った。 

環境教育フェスティバルや環境創造シンポジウムにおいて、高校生や環境保全 

活動団体、環境回復・創造関連研究機関等の交流の場を提供した。 

 ふくしまサイエンスぷらっとフォームに参画し、サイエンスアゴラ等の科学に 

関するイベントにおいて来場者との科学コミュニケーションを実施するととも 

に、参画団体との連携によるアウトリーチ活動を実施するなど、県外との交流も

図った。 

附属施設の野生生物共生センターや猪苗代水環境センターにおいては、環境学

習会等の開催により、環境保全への意識を高めたほか、猪苗代水環境センターは

NPO の活動拠点としても活用された。 

国立科学博物館と包括協定を締結して事業を実施したほか、全国の博物館とも

連携しながら、来館促進や交流に繋がる事業を推進した。 

今後は、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を図っていく必要がある。 

 

（４）－２ 事業評価（２次評価：飯村新市氏（田村市教育委員会教育長） 

東日本大震災や原発事故そのものの風化は否めなく、記録と子供たちの記憶に

留めるため設立された環境創造センターであるが、来館者が想定を下回るのは残

念である。津波の恐怖や放射線や環境に関する学習コンテンツや各種研修プログ

ラムの品ぞろえは、ビジュアル的にも見やすく、学術的にも深みがあり、大人ま

で十分に楽しめる施設であると推奨できる。一度来館してもらえば、素晴らしさ

が感得できるに違いない。 

小学５年生をターゲットにしながらも、中高生や大人の方まで見学し、体験し

てもらうためのメッセージが必要であったと思う。小５を対象にバス代を補助し
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ていることが、環境創造センターは小学生のためだけの施設と思い込ませてしま

い、来館者を限定的にしてしまったかもしれない。 

今後の取り組みの提案をいくつか述べたい。 

来館者の少ない地域・学校への働きかけは必要であるが、実際のところ、３．

１１以降、県内でも地域によって関心の度合いが異なっていたことを考えると、

やむを得ない面もあるが、県内の全ての教員は、震災や原発事故の状況や爪痕を

記憶にとどめておくことが必須であると考える。環境創造センターの存在を知る

ことはもちろん来館して内容を知る必要がある。そのために、県の教育センター

と連携して、教員の基本研修（５年研や１０年研）のプログラムにコミュタン研

修を組み入れることが必要であると考える。でないと、校内の行事や総合の企画

を考えるときに、検討すらされないからである。（教育長会議や校長会議でのＰＲ

だけでは広がらないと思う。） 

県外の来館者、特に中高校生を呼び込むためには、ＵＰＺと言われる原発から

３０キロ圏内にある地域にある学校、市町村教委に働きかけを強めてはどうか。

多くの地域は原発事故の恐怖は知らず、放射線教育に割く時間は少ないと聞く。

しかし、ＵＰＺ内は、原発に関することが話題に上ることも多く、中高校生の関

心も高いと推察できる。そこで、１Ｆや双葉伝承館を含めて、１泊２日の学習コ

ース（福島県内の観光施設を含めれば、長期の学習が可能）を提案していくのは

どうか。もちろん、交通費の補助を出せれば、さらに呼び込みやすくなると考え

る。 

 

（５）参考 

教育・研修・交流事業における他機関との連携イメージ 
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【フェーズ１～２の総合的な事業評価】 

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、事業の基本的考え方を踏まえ、フェーズ１ 

～２の事業方針に従って、三機関連携の下、「モニタリング」、「調査研究」、「情報収集・

発信」及び「教育・研修・交流」に係る各事業を着実に実施した。 

 

モニタリング事業については、国の「総合モニタリング計画」や県の「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、県庁関係各課が定める計画に

基づく一般環境モニタリングを着実に実施し、県民の安全・安心の確保に寄与した。今

後は、フェーズ１～２で構築した環境放射能モニタリングシステムの運用等により、身

近な生活環境や原子力発電所周辺のきめ細かで継続的なモニタリングを行うとともに、

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、帰還困難区域の解

除等の状況等に応じて、事業内容を適切に見直していくこと、また、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をさらに強化し

ていくことが必要である。 

 

調査研究事業については、フェーズ１に引き続きフェーズ２も部門長による運営・調

整の下、三機関及び IAEA を始めとする他機関と連携・協力を行いながら４つの部門

（「放射線計測」、「除染・廃棄物」、「環境動態」及び「環境創造」）の調査研究に取り組

んだところ、各部門長から、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し成果

が得られ、その成果については、国や地方公共団体の行政施策に反映されたほか、県民

の様々な不安解消に役立てられたとする評価を受けた。 

一方、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など、継続性も含め、今後取り組むべき課題であることが指摘され

た。 

また、令和元年東日本台風のような大規模災害が発生した場合の放射線による環境へ
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の影響把握や大量に発生する災害廃棄物の安全・適正な処理についての取組も重要であ

るとの指摘も受けている。併せて、研究で得られた成果、経験から得られる知見を国内

外に広く発信することをさらに強化すべきとの指摘もある。 

さらに、この間、避難指示準備区域の一部の避難指示解除や計画に基づく生活圏の除

染終了、仮置場から中間貯蔵施設への除去土壌の搬出の本格化等、本県の環境回復・復

興が着実に進展しているほか、廃炉に係る中長期ロードマップの進捗や汚染水対策への

対応、特定復興再生拠点の避難指示解除に伴う住民帰還等への対応、除去土壌等の管理・

再生利用への取組や中間貯蔵施設における県外最終処分への対応などが求められてい

る。また、第五次環境基本計画（平成 30 年４月閣議決定）では、「地域循環共生圏」の

創造を目指すことが打ち出され、２０２０年８月には、環境省と福島県が、国立公園な

どの優れた自然資源を生かしたふくしまグリーン復興構想に基づく取組や福島県の再

生可能エネルギー先駆けの地を目指した取組など環境面での福島の特徴を生かした施

策を環境省と福島県が連携して展開し、発信していくため、「福島の復興に向けた未来

志向の環境施策推進に関する連携協力協定」を締結した。２０２０年１０月には首相が

「２０５０年に国内の温室効果ガス排出を実質ゼロにする」との宣言があった。これら

の社会情勢の変化、福島県民等を対象に実施したアンケート調査や県内自治体及び研究

機関等を対象に実施したヒアリング調査結果を踏まえ、今後は、短期的視点からより長

期的視点に立って、様々な分野・研究課題において長期変動・挙動の把握と解析、長期

影響評価・予測に重きを置きつつ、持続可能な社会の実現に向けて、本県がそのモデル

となり復興の姿を示せるよう、これまで以上に循環型・低炭素・自然共生社会の形成に

資する取組を進める。また、得られた研究成果を県民目線でわかりやすくタイムリーに

情報発信していく。これを進めるためにも、これまで同様、事業間、部門間、機関間の

連携を強化する必要がある。 

 

情報収集・発信事業については、ウェブを活用した情報発信として、空間線量率等の

モニタリング結果のポータルサイトとしての機能を有するウェブサイトや閲覧者が知

りたい知見を分かりやすく提示することで、多角的に理解を深めていけるようなウェブ

サイトを構築・公開するとともに、調査研究成果についても、三機関のウェブサイトで

発信した。特にウィズコロナに対応し成果発表会をウェブサイトで行うなど新たな取組

も行った。また、英語版を拡充するなど海外に向けた情報発信も行った。 

調査研究成果については、学会発表や論文掲載、刊行物の発刊等のほか、一般向けと

して、情報誌やニュースレター等の発刊を始め、成果報告会やシンポジウム等の開催、

サイエンスカフェ等による県民等との対話・交流によっても情報発信を行った。 

交流棟における発信については、社会情勢変化や県民ニーズを踏まえた展示運営を行

うとともに、展示の多言語化を図り、海外からの来館者にも対応できるようにした。ま

た。また、「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
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置し、調査研究成果をわかりやすく発信した。 

来館者については、令和元年度までは、目標値である年間 80,000 人を上回っていた

が、令和２年度においては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により大きく減少し

た。 

 今後は、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わかりやすく発信していく必要がある。 

コロナ禍においては、特に県外や海外からの交流棟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する必要がある。 

また、特に県外での認知度が低いことから、他の情報発信施設との連携などにより認

知度向上を図っていく必要がある。 

 

教育・研修・交流事業については、交流棟における展示や県内小学校への学習支援等

により放射線等に関する基礎知識の普及に寄与した。学校向けアンケートの結果におい

ては、展示物や体験研修プログラムについて、子どもたちの興味、理解度等の観点から

高い評価をいただいた。 

また、放射線や除染に関する講演会や研修会の開催、大学や高等専門学校等への講義

及び実習の開催により人材育成に取り組んだほか、各年齢層を対象とした人材育成講座

も開催し、発表会、プレゼンテーション大会を通して情報発信を行った。 

さらに、本県の環境回復・創造に向けて様々な取組を行っている研究機関、NPO 等の

知見等の共有のため、環境創造シンポジウム等を通じた交流機会を創出した。 

附属施設の野生生物共生センターや猪苗代水環境センターにおいては、環境学習会等

の開催により、環境保全への意識を高めたほか、猪苗代水環境センターは NPO の活動

拠点としても活用された。 

国立科学博物館と包括協定を締結して事業を実施したほか、全国の博物館とも連携し

ながら、来館促進や交流に繋がる事業を推進した。 

今後は、３．１１の記憶がない、体験していない児童等が増えていくことから、そう

いった児童等に対する学習活動等を強化していくとともに、学校等の要望に応えつつ、

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等を行っていく必要がある。 

また、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

人材育成に繋げていく必要がある。 

さらには、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を図っていく必要がある。 
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国の研究機関と地方自治体との緊密な連携による事業の実施は、国内でも先進的な 

取組である。三機関間における綿密な調整のもと、総合的、発展的な連携・協力に取り 

組むための基盤・体制を整備し、各機関それぞれの特色・長所を活かした取組を推進す 

ることにより、環境の回復・創造に貢献することができた。フェーズ１～２における「モ

ニタリング」、「調査研究」、「情報収集・発信」及び「教育・研修・交流」の各事業につ

いては、前記のとおり実施し、成果も得たところであるが、各事業それぞれの課題を解

決し、福島の復興・再生をさらに進めるためには、三機関のみならず他の研究機関や大

学県庁関係各課等の関係機関間及び各事業間におけるさらなる連携が必要である。 

このため、令和４年（2022 年）度からのフェーズ３事業方針の策定に当たっては、 

前記フェーズ１～２の成果や課題に加え、廃炉の進展、風評払拭に係る政府戦略におけ

る交流棟の位置付け、避難指示解除区域等における生活再建のニーズ、農林水産業の再

興や住民の安全・安心等に関する地域のニーズ、原子力災害からの時間経過に伴う取り

巻く社会情勢等の変化や地球温暖化の深刻化や持続可能な地域環境創生に対する関心

の高まり等世界的な環境問題に対応したさらなる取組の推進が必要である。 


