
環境創造センターフェーズ３事業方針概要（事業全体）（案）

フェーズ１～２（Ｈ２７～Ｒ３） フェーズ３（Ｒ４～Ｒ６）（取り巻く社会情勢の変化）（事業成果・課題）

R7.4H31.4H28.4 R6.4

集中復興期間 第１期復興・創生期間

○廃炉・汚染水対策

○産業・生業の再生・創出

○安全・安心な生活環境の実現

生活圏除染、放射性物質対策（ため池・道路側溝等）

イノベーション・コースト構想の実現 ロボットテストフィールドの全面開所、東日本大震災伝承館の開館、国際教育研究拠点の設置など

2F 廃炉措置計画（４４年間（～2064年まで））

中間貯蔵施設等の整備、除去土壌等輸送の本格化等

特定復興再生拠点区域等の除染・整備等

第四次環境基本計画

○環境政策の展開

福島県環境基本計画（第４次）（H29.3改定）

● モニタリング事業

● 調査研究事業

● 情報収集・発信事業

● 教育・研修・交流事業

フェーズ３後（Ｒ７年度以降）に
おいて想定される中長期的な課題

R2.4 R4.4H27.4 R5.4

第六次環境基本計画

資料１－３

R3.4H29.4 H30.4

・震災から１０年が経過し、風化が進んでい
くことやメインターゲットとする小学生が震
災を経験しない世代となることから、学習内
容等を変えていく必要がある。
・引き続き人材育成や地域住民等の交流、Web
等を活用した風化防止・理解の促進等を進め
ていくことが必要となる。

・廃炉等の状況や有害物質等の規制の変化に
合わせたモニタリングの多様化が想定される。
・自然災害への対応や気候変動等への関心の
高まりが想定される。
・地球温暖化やマイクロプラスチックなど世
界規模の環境問題が深刻化している。

・各種モニタリングや調査研究の成果について、社会情勢の変化に
あわせた情報収集・発信を進める。
・交流棟においては、地球温暖化やSDGs等に対応した展示の更新や
学習プログラムの開発をするとともに、県内外のニーズを踏まえた
情報発信を行う。
・県内外へより広く周知するため、Web等を活用したオンライン
(｢おうちdeコミュタン｣の充実等)での情報収集・発信の強化を行う。

・社会情勢等の変化に対応し
ながら、時間軸を意識し、速
やかに得られた成果等の社会
実装等に努める必要がある。
・原発事故からの復興･再生
と環境回復に向けて、より長
期的な視点に立った調査研究
に取り組んでいく必要がある。

・東京電力福島第一原子力発電所の廃炉作業に向けた中長期ロー
ドマップの改定等の状況を踏まえた国、県等の計画にあわせ、放
射能モニタリングを実施していく。
・環境中の有害物質等のモニタリングは国等の規制の変化にあわ
せ対応していく。
・引き続き、緊急時に対応できるモニタリング体制を維持する。

・震災から１０年が経過し、風化しつつある状況を踏まえ、来館
者、学校等の意見を踏まえた学習プログラムの見直しや新規開発
を行う。また、県教育委員会と連携して教員研修等の組入れの検
討及び浜通りの市町村教育委員会等と連携した取組を推進する。
・研修や人材育成においても、参加者意見や取り巻く社会情勢、
環境問題の変化を踏まえ、プログラムの見直しを行う。
・交流棟を活用したNPOや地域住民等との交流ネットワークの構築
及びWebを活用した魅力ある施設運営を推進する。

・県民の安全・安心を確
保するため、各種計画に
基づくモニタリング調査
を着実に実施するととも
に、緊急時モニタリング
体制を充実・強化する。

・放射能等モニタリング結果
や調査研究結果を県民等にわ
かりやすく情報発信するとと
もに、交流棟で社会情勢に合
わせた体験プログラム等を実
施する。
・県内外へ安全・安心のため
のPRが必要とされている。

・環境の現状や放射線に関す
る情報を伝え、環境放射線等
や環境回復・創造に関する教
育等人材育成に取り組むとと
もに、交流棟等を活用する。
・ふくしまの未来を創造する
力を育むことを目的とする。

【事業成果】
・毎年度成果報告会やイベント等を実施したほか、
県内外で講座等を実施し、環境創造センターの取
組を発信した。
・交流棟展示室に新規コンテンツを整備した。
【残された課題】
・調査研究結果を県内外へわかりやすく発信する
こと及びWeb等による情報発信の強化が必要である。

【事業成果】
・小学生を対象とした放射線や環境に関する学
習活動の充実・支援等を実施した。
・風評被害等の社会影響に対する理解を促進す
るため、様々な対象に向けた講習会を実施した。
【残された課題】
・ニーズに応じた学習プログラム開発や育成し
た人材を活用した取組が必要である。

・放射性物質に汚染された
環境の回復のための課題対
応及び県民が将来にわたり
安心して暮らせる美しく豊
かな環境の創造に向けて調
査研究を実施する。

【事業成果】
・放射線計測、除染・廃棄物、環境動態、環
境創造の４つの部門における調査研究に取組
み、その成果は行政施策への反映や県民の不
安解消等に活用された。
【残された課題】
・中長期的な課題について継続的に取組むと
ともに、その成果や知見の展開が必要である。

・特定復興再生拠点における住民帰還に向け
た対応や廃炉の進捗等、環境回復のため必要
な対応を継続する必要がある。
・令和２年８月に環境省と福島県で環境施策
推進に関する協定が締結されるなど、施策に
応じた環境創造に取組むことが重要となる。
・頻発する自然災害について、災害時の環境
への影響把握や災害廃棄物処理が重要となる。

・安心して快適に暮らせる環境づくりに向けて、未来志向の環境施
策を進め、福島の復興・創生の礎となる研究課題に取り組んでいく。
・継続的に取り組むべき環境回復に関する中長期な課題対応と、
様々な県内の復興施策・環境施策の動向にあわせた、よりよい環境
創造に向けた課題対応を軸として調査研究を進める。。
・三機関の知見や強みを活かした連携を更に一層強化するとともに、
部門間を横断した取り組みによる課題解決に向けた対応や国内外の
関係機関との連携を進める。

・地球温暖化、SDGsなど世
界規模の環境問題へのニー
ズに対応した展示や学習プ
ログラム開発が必要となる。
・震災の記録・記憶を伝え
る施設と連携した情報発信
が必要である。

・原発事故による放射性物質
の影響等について国、県が定
める計画により実施するとと
もに、環境中の有害物質等は
県の計画に基づき大気汚染等
の環境分析を実施し、県民等
への安全、安心に寄与する。

【事業成果】
・得られたデータの公表により県民等の安
全・安心及び環境意識の向上に寄与した。
・訓練又は実践を通じて、緊急時のモニタリ
ング体制を維持した。
【残された課題】
・放射能及び有害物質等のモニタリングを継
続し、緊急時にも対応できる体制を維持する。

・中間貯蔵施設への除染土壌等の搬入が令和
３年度までに概ね終了する見込み。
・東京電力福島第一原子力発電所の廃炉作業
の進捗状況にあわせ、対応する必要がある。
・有害物質等の規制の変化にあわせ、対応す
る必要がある。

・福島の未来を担う人材育
成等と育成した人材を活用
する取組が必要である。
・福島県の現状や放射線に
関する情報、環境問題等に
配慮したコンテンツ充実さ
せ、未来を創造する力を育
む取組が必要である。

センター開所 震災から10年

第２期復興・創生期間（～R13.3）

第３期（廃炉措置終了までの期間）２号機の燃料デブリの試験取り出し（2022年度内目標）1F中長期ロードマップ 第２期（燃料デブリ取り出しが開始されるまでの期間）

中間貯蔵の開始、除去土壌の再生利用、県外最終処分の取組

第五次環境基本計画 ・地域循環共生圏の創造、「世界の範となる日本」の確立、持続可能な環境共生型社会の実現

福島県環境基本計画（第５次）

2015年9月「持続可能な開発のための2030アジェンダ」採択、2015年12月「パリ協定採択」、2020年10月 首相が「2050年カーボンニュートラル（温室効果ガス排出実質ゼロ）を目指すこと」を宣言

2020年8月福島県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定、2021年2月福島県知事が「福島県2050年カーボンニュートラル」を宣言

廃炉・汚染水・処理水対策関係閣僚等会議でALPS処理水の海洋放出を決定（2021年4月13日)

2021年度末までに（目標）避難指示区域を除く地域で仮置場にある除去土壌を中間貯蔵施設に搬入

（県外最終処分 2045.3.12まで）

2022～2023春頃 特定復興再生拠点の避難指示解除

○風評・風化対策

福島県風評・風化対策強化戦略（第１版～第３版） 福島県風評・風化対策強化戦略（第４版～）ふくしまの新たなイメージ創出、ブランドの再生・構築



フェーズ１～２（Ｈ２７～Ｒ３） フェーズ３（Ｒ４～Ｒ６）（取り巻く社会情勢の変化）（事業成果・課題）

① 放射線計測

② 除染・廃棄物

③ 環境動態

④ 環境創造

環境創造センターフェーズ３事業方針概要（調査研究事業）（案）

集中復興期間

H27.4 R7.4H31.4H28.4 R6.4R2.4 R4.4H27.4 R5.4R3.4H29.4 H30.4

・原発事故の影響の把握や、
緊急時のモニタリング対応
等のため、分析・測定技術
の開発・高度化等が必要と
されている。
・県民の安全・安心のため、
放射性物質等の分布や被ば
く線量を低減するための情
報等の提供が必要とされて
いる。

・除染に関連する課題や、
仮置場等の保管長期化や原
状回復措置等の課題への対
応が必要とされている。
・放射性物質への不安によ
る廃棄物の処理停滞や、放
射性物質に汚染された廃棄
物等の処理、バイオマス等
の利活用促進について対応
が必要とされている。

・セシウムの河川等での挙
動の把握や、林産物等への
移行実態の解明が必要とさ
れている。また、環境中の
セシウムの将来予測が必要
とされている。
・放射線の野生生物への影
響や、避難指示の長期化に
伴う生物相の変化について
対応が必要とされている。

・環境回復の進展に伴い、
持続可能な地域や災害に対
する強靭な社会の実現が必
要とされている。
・自然環境の保全や生態系
の管理等の取組が必要とさ
れている。
・多様化する地域環境に係
る社会的ニーズへの対応が
必要とされている。

【事業成果】
・地域づくりに関する検討や、災害時の対応
手法等の検討を実施した。
・猪苗代湖の水質に関する知見や実態の解明
を推進した。
【残された課題】
・脱炭素社会の実現に向けた各手法の開発と、
社会実装の推進が必要である。
・研究成果について、対象の拡大や効果向上
に向けた検討が必要である。
・猪苗代湖の水質改善に向け、水質予測や改
善策の検討が必要である。

【事業成果】
・セシウム等の中長期的な観測を実施し、挙
動解明に取組んだ。また、セシウムの動態モ
デルの開発及び精度向上を推進した。
・野生動物の調査を通し、放射線の影響等に
ついて知見の集積を推進した。
【残された課題】
・中長期的な観測の継続と上記成果の予測や
評価等について、その精度向上等が必要。
・放射線による野生生物や生態系への影響解
明が必要である。

【事業成果】
・除染の効果の把握や仮置場に関する課題解
決のための対応を実施した。
・廃棄物の処理や処分におけるセシウムの影
響等の検討を推進した。
【残された課題】
・放射性物質を含む廃棄物等の減容化技術の
高度化と実用化が必要である。
・放射性物質を含む廃棄物等の処理処分や再
生利用等に関する安全評価等に関する研究が
必要である。

【事業成果】
・放射性物質の分析方法の精度向上等や、モ
ニタリング手法等の確立のための取組みを実
施した。
・被ばく評価モデルの開発及び高度化を推進
した。
【残された課題】
・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
上が必要である。
・モニタリングへの技術移転や評価手法の最
適化等について取組が必要である。

・「「復興・創生期間」後における東日本
大震災からの復興の基本方針」による復興
の進捗や廃炉の進捗状況に応じて、モニタ
リングや評価の対象となる放射性物質が多
様化することが想定される。また、将来予
測のための調査等に取り組むことが必要と
なる。

・廃炉作業等に伴い、オフサイトの環境中における放射性物質の
監視やそのための分析手法の精緻化が必要となる。また、復興再
生拠点の解除や避難指示区域の全域解除、又はそれらに伴う営農
や生活の再開に向けて、測定結果の時間変化評価や空間線量の詳
細な予測等が必要となる。
・このため、分析手法の改良や一層の精密化に取り組むとともに、
特定復興再生拠点を中心とした環境モニタリング手法の高度化や
体制整備等に取り組む。また、林産物及び水産物における環境中
の放射性セシウムの被ばく線量に与える影響評価等に取り組む。

・中間貯蔵施設の焼却施設や溶融施設の稼働に伴い、それら施設
の安全・安定的な運用が必要となる。また、放射性物質を含む廃
棄物等の最終処分に向けた技術開発が必要とされている。大規模
な自然災害の発生が増加しているため、それに伴って生じる災害
廃棄物への対応が重要であるが、県特有の課題として災害廃棄物
に含まれる放射性物質の迅速な分析が必要になる。また再生可能
エネルギーや資源循環といった観点において、バイオマスの有効
利用が必要となる。
・このため、放射性物質を含む廃棄物の減容化技術の開発・高度
化等や、最終処分に向けて必要となる技術開発に取り組む。また、
災害廃棄物の迅速な分析に向けた検討や資源循環と環境回復との
両立を図るバイオマスの有効利用に向けた技術開発に取り組む。

・避難指示解除区域への帰還促進や営農再開、特定復興再生拠点
区域復興再生計画に基づく復興推進のため、環境中の放射性物質
の動態解明が必要となる。また、林産物や水産物の出荷制限解除
に向けた対応や、避難指示区域等の野生動物の生態や放射線の影
響の把握、野生鳥獣肉の出荷制限解除に向けた対応が必要となる。
・このため、陸域での移動や陸域から海洋への移行を把握するた
め、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メカニズムと安全性評価等の精緻化・高
度化に取り組む。また、林産物や水産物の出荷制限解除に向けた
放射性セシウムの予測モデルや生態系への移行抑制手法の構築、
野生動物のモニタリングや行動調査、放射線による生物への影響
評価に取り組む。

・脱炭素等の観点も含めた復興を進めていくことが必要となる。
大規模な自然災害の発生が増加しているため、災害廃棄物及び化
学物質のリスクへの対応が必要となる。また、猪苗代湖等の県内
の環境保全に向けた対応が必要とされている。地域環境創生や環
境回復・創造の情報発信をより効果的に進めていく必要がある。
・このため、避難指示解除地域における復興ビジョンについて気
候変動適応策及び脱炭素社会構築を統合した策定手法の開発等に
取り組む。災害における災害廃棄物の処理や化学物質等リスクに
適切に対応できる体制確立に向けて取り組む。また、猪苗代湖の
水質改善・保全に向けた改善効果の検証や水質浄化の実証試験等
に取り組む。地域環境創生を促進するプラットホーム整備手法の
構築、環境回復・創造に係る情報発信の効果の検証等に取り組む。

・2050年にカーボンニュートラルを目指
す脱炭素社会の実現に向け対応が重要と
なる。第五次環境基本計画における「地
域循環共生圏」や、環境省と福島県との
環境施策推進に関する協定等、施策に応
じた対応が必要。
・県内の復興施策に応じた行政・企業・
研究機関の連携や人材育成や、災害対応
体制のマネジメントの設計が重要になる。
・「猪苗代湖及び裏磐梯湖沼水環境保全
推進計画」における目標達成に向け、科
学的な知見が重要となる。

・近年の台風等の自然災害の増加や激甚化
に起因する出水等により、森林から河川へ
の放射性物質流入が懸念されるため、その
挙動や将来予測の検討が必要となる。
・復興や住民帰還の進展により、林業等の
再開の促進や、野生鳥獣の保護管理につい
て、風評被害の払しょくと併せて必要と想
定される。

・保管する除去土壌について、中間貯蔵
施設への搬入は令和３年度末に概ね完了
見込であり、搬入後最大令和27年まで保
管される。
・脱炭素社会構築に向け、バイオマス利
用におけるセシウムの把握等の対応が必
要となることが想定される。
・近年の自然災害の発生増加に伴い、災
害時の放射性物質の影響及び発生する災
害廃棄物の対応が重要となる。

第２期復興・創生期間（～R13.3）第１期復興・創生期間

（短期的に成果が求められ
ると想定される課題）
・帰還困難区域の解除等に
伴う帰還支援

・自然災害に伴う災害廃棄
物処理への技術的支援

・森林活動や水産業の活動
再開への貢献

・地域循環共生圏の創造に
向けた支援

・ポスト・コロナ時代に対
応した環境施策の推進

（長期的に取り組むことが
想定される課題）
・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

・放射性物質を含む廃棄物
等の最終処分に向けた対応

・地形や気候等の違いが環
境・生態系にもたらす放射
能物質の長期変動・挙動の
把握と解析、長期影響把
握・予測

・福島県における地域の特
性や放射性物質の影響も考
慮した持続可能な社会モデ
ルの構築・実装

フェーズ３後（Ｒ７年度以降）に
おいて想定される中長期的な課題


