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環境創造センターフェーズ３事業方針（案） 

 

令和３年度は、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が終了する年度である。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社会や環境の変化を踏まえ、フェーズ３の事業方針を

検討する。 

【フェーズ３の事業方針（素案）】 

東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故から 10 年以上が経過する中、避難指示

の解除が進むなど、福島の復興及び再生に向けた取組には着実な進展が見られる。一方

で、国における ALPS 処理水の処分方針の決定等に伴う放射性物質に関する不安の解消

や風評の払拭が求められている。 

フェーズ３では、2021 年度の概ね完了を見込んでいる仮置場から中間貯蔵施設への

除去土壌の搬入や廃炉作業の進捗のほか、持続可能な開発目標(SDGs（以下「SDGs」と

いう。））をはじめとした環境へ関心がより高まっていく等の状況を踏まえ対応していく

ことが必要である。 

そのような中で、福島の復興及び再生をさらに進め、県民が地域に愛着を持ち、豊か

さの実感を持って安全で安心して暮らせる生活環境を実現するためには、科学的な知見

に基づく措置が講じられること、とりわけ、放射性物質に汚染された環境の回復と新た

な環境の創造に関しては、廃炉・汚染水対策、避難地域の再生、風評・風化対策、持続

可能な地域環境創生等を始めとした取組が中長期に及ぶことから、引き続きモニタリン

グ及び調査研究を推進し、科学的な知見の充実を図ることが必要である。 

また、県民の自然災害に対する関心が高まっていることから、災害発生時における調

査や情報発信に関する三機関の連携を強化することが重要である。 

さらに、福島の環境回復や環境創造に関する正確な情報について、県民はもとより国

内外に向けて継続的かつより効果的な発信をするとともに、2020 年に開館した東日本

大震災・原子力災害伝承館等と連携した情報発信など環境に関する教育・研修、社会と

の交流等を実施することにより、県土の環境回復・創造に関する理解の促進・風化対策

に資することも重要である。 

このため、三機関における連携を一層強化するとともに、県庁関係各課、研究機関、

NPO等の協力を得ながら、モニタリング、調査研究、情報収集・発信、教育・研修・交

流の４事業の連携の下さらに推進する。 

 なお、平成 27 年度から行っている環境創造センターの活動は、フェーズ３の終了時

には、当初の取組期間である 10 年が経過することから、総括を行い、その後の方向性

について検討を行う。 
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１ モニタリング 

（１）フェーズ１～２における課題 

   フェーズ１～２では、震災及び原発事故から 10 年が経過し、避難指示の解除が

進み、福島の復興及び再生が進んでいることなどの社会情勢の変化に合わせ、事業

に取り組んできた。なお、フェーズ１～２における成果については、資料３－２の

とおりであるが今後の課題として以下の事項が挙げられる。 

モニタリングによって得られたデータを公表することにより、県民等の安全・安

心及び環境意識の向上に寄与しており、引き続き放射能モニタリング及び有害物質

等のモニタリングを行っていく必要がある。 

また、緊急時モニタリングの体制を維持していくことが必要である。 

 

（２）取り巻く環境の変化 

   以下のような取り巻く環境の変化が見られることから、適時適切に対応すること

が求められる。 

  ・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に向

けた対応 

・廃炉に係る中長期ロードマップの進捗や国において処分方針が決定した ALPS 処

理水の状況等に応じた対応 

 

（３）フェーズ３の事業の方向性 

   フェーズ３は、これらの課題や取り巻く環境の変化を踏まえ、引き続き関係機関

等との連携を強化しつつ、各種の取り組みを実施していくこと必要である。 

・東京電力福島第一原発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、県等の計画に合わせ、放射線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合わせ対応していく。 

・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。 

 

（４）フェーズ３の事業方針（素案） 

   以上を踏まえて、フェーズ３においては次の取り組みを軸に、モニタリング事業

を実施していくこととする。 

 

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充実・強化 

 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「福島県原子力発電所周辺環境放射能

等測定基本計画」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
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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、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利

用できるようにするため速やかに公表するとともに、調査研究事業とも連携して、

データの解析・評価を進める。 

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）」
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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。 

（アンケート調査等（※１、※２）における関連事項） 

・「現在の福島県の状況についてどのような不安があると感じますか」という

問いに対して、「福島第一原子力発電所に関すること(廃炉・汚染水の処理に

関すること)」に県内回答者の 52.9%（1位）が不安があると回答している。 

・「現在の福島県の状況についてどのような課題があると感じますか。」という

問いに対して、「福島第一原子力発電所に関すること(廃炉・汚染水の処理に

関すること)」に全国回答者の 46.2%（2位）が課題があると回答している。 

・「福島県を安心して暮らせる美しく豊かな環境としていくために、どのよう

な中長期的な取組が重要だと思いますか」という問いに対して、「大気汚染

や水質汚濁、化学物質等に関する調査や測定の体制の整備・充実」に県内回

答者の 49.6%（１位）が重要であると回答している。 

・市町村のヒアリングにおいて「県内における情報発信（モニタリング情報も

含む）の広域連携」や「環境省からの情報とは別に、より地元に根付いた情

報の発信」を期待する意見があった。 

・研究機関のヒアリングにおいて、「住民の帰還に向けて重要かつ貴重である

モニタリングデータの継続的な情報収集・情報発信」を期待する意見があっ

た。 

 

※１ アンケート調査については、インターネットを通じて実施（以降も同様） 

・県内男女計 1,800人［2020 年９月 25～10月 13 日］ 

・県外（国内）男女計 3,600 人［2020年９月 25～９月 30 日］ 

※２ 県内自治体、県内外研究機関等へヒアリング調査（2020 年 10 月～12 月）を実

施 

 

（５）フェーズ３後（令和７年度以降）において想定される中長期的な課題 

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。 
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２ 調査研究 
 

（１）フェーズ１～２における課題 

   フェーズ１においては、原子力災害からの本県の復旧・復興に向けて、放射線計

測や除染などの喫緊の課題に取り組むため、４つの部門に分けて「環境回復」と「環

境創造」に関する研究に取り組んできた。 

   また、フェーズ２においては、環境動態部門、環境創造部門に重きを置きつつ、

事業間・部門間・機関間の連携をより強化するとともに、成果の効果的な発信等も

行いながら取り組むこととした。 

   フェーズ１～２における成果については、資料３－２のとおりであるが、今後の

課題として部門長評価において以下の事項が挙げられている。 

   〇放射線計測部門 

     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ほか、より正確

な被ばく線量評価のためのモデルの高度化等を実施することで、周辺住民等の

安心・安全に寄与するとともに、廃炉作業や自然災害の発生などに伴う自治体

の行政判断に資する正確な情報を提供する必要がある。 

   〇除染・廃棄物部門 

     除去土壌の処理、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、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や、大規模災害に伴って発生す

る廃棄物の安全な処理、処分の適正化も重要な課題である。 

   〇環境動態部門 

     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、福島県の環境・生態系における放射性物質の移行挙動と影響

に対する予測や要因分析、安全性評価等の精緻化・高度化を図る必要がある。 

   〇環境創造部門 

     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とともに、

甚大な被害を受けた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)の達成と気候変動緩和や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と重要な課題として進めているが、市町村との関係づ

くりや研究の成果を踏まえた社会実装などがまだ一部の地域に留まっている。 

 

（２）取り巻く環境の変化 

   以下のような社会情勢の変化等が見られていることから、それらに環境の側面か

ら適時適切に対応することも求められている。 

   〇環境回復分野 

    ・廃炉に係る中長期ロードマップの進捗や国において処分方針が決定したALPS
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処理水の状況等に応じた対応 

    ・計画に基づく生活圏の除染終了、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

に向けた対応 

    ・頻発する大規模な自然災害における放射線による環境への影響把握や災害廃

棄物の処理等の対応 

   〇環境創造分野 

    ・第五次環境基本計画（平成 30 年４月閣議決定）で示された「地域循環共生

圏」の創造に向けた対応 

    ・令和２年８月に締結された環境省と福島県との「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」に関連する対応 

    ・令和２年 10 月に示された「２０５０年に国内の温室効果ガス排出を実質ゼ

ロにする」とした国の目標や令和３年２月に福島県知事が宣言した「福島県

内のカーボンニュートラルを２０５０年までに達成する」とした目標に向け

た脱炭素社会の構築に関する対応や、地球温暖化に伴う気候変動への適応策

の推進 

    ・ポスト・コロナ時代を先取りした環境施策の推進 

 

（３）フェーズ３の事業の方向性 

   このため、フェーズ３においては、現行の中長期取組方針における「中長期にわ

たる事業方針（2015～2024年度）」を踏まえ、これら諸課題に次の視点で的確に対

応するとともに、時間軸を意識しながら速やかに得られた知見や成果の効果的発信、

社会実装に努めていく。 

   〇視点１ 

     環境回復に一定の進展が見られるものの、特定復興再生拠点の避難指示解除

やそれ以外の区域の対応等、短期的視点からより長期的な視点に立って、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

に重きを置いて取り組む。 

   〇視点２ 

     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・脱炭素・自然共生社会の形成に資する取組を進

める。 

   これらを進めるためにも、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。 
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（４）フェーズ３の事業方針（素案） 

   以上を踏まえて、フェーズ３においては、次世代においても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む。 

   特に避難指示解除区域等における住民の帰還の促進等に向けて継続的に取り組

むべき環境回復に関する中長期な課題対応と、ゼロカーボンに向けた対応等様々な

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。 

   これらの研究を推進するため、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。 

   さらに、中長期取組方針の 10 年間において４部門が取り組んだ成果について、

県民の視点で、わかりやすくとりまとめ発信する。 

 

  ①放射線計測部門 

    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、特定復興再生拠点の避難指示解除や避

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

の経年変化に対する評価、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、

林産物や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。 

    これらの取組は、住民等の安心・安全や自治体の行政判断のための正確な情報

発信に活用する。 

（アンケート調査等における関連事項） 

・「現在の福島県の状況についてどのような不安があると感じますか」という

問いに対して、「福島第一原子力発電所に関すること(廃炉・汚染水の処理に

関すること)」に県内回答者の 52.9%（1位）が不安があると回答している。 

・「現在の福島県の状況についてどのような課題があると感じますか。」という

問いに対して、「福島第一原子力発電所に関すること(廃炉・汚染水の処理に

関すること)」に全国回答者の 46.2%（2位）が課題があると回答している。 

・「福島第一原子力発電所事故から福島の環境を回復するために、どのような

取組が重要と思いますか」という問いに対して、「放射性物質の影響を把握

するための調査や測定の体制の整備・充実」に県内回答者の 40.3%（3 位）

が重要と思うと回答している。 
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・市町村のヒアリングにおいて、「ドローンの活用による山林の放射線量の測

定(大熊町)」に関する調査研究を期待する意見があった。また、研究機関等

のヒアリングにおいて、「住民の帰還に向けて重要かつ貴重であるモニタリ

ングデータの継続的な情報収集・情報発信(量研機構、森林総合研究所)」を

期待する意見があった。 

 

  ②除染・廃棄物部門 

    中間貯蔵施設において灰溶融施設の稼働が開始するなど、それら施設の安定的

な運用が必要となる。また、県外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、中間貯蔵施設等における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、県外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。 

    これらの取組は、放射性物質を含む廃棄物等の安全な処理・処分の推進や再生

可能エネルギー推進ビジョンに活用するとともに、市町村と連携しながら進める。 

（アンケート調査等における関連事項） 

・「現在の福島県の状況についてどのような不安があると感じますか」という

問いに対して、「放射能物質に汚染された廃棄物や除去土壌の処理・処分・

保管・再生利用に関すること」に県内回答者の 52.0%（2 位）が不安がある

と回答している。 

・「現在の福島県の状況についてどのような課題があると感じますか。」とい

う問いに対して、「放射能物質に汚染された廃棄物や除去土壌の処理・処分・

保管・再生利用に関すること」に全国回答者の 47.9%（1 位）が課題がある

と回答している。 

・「福島第一原子力発電所事故から福島の環境を回復するために、どのような

取組が重要と思いますか」という問いに対して、「放射性物質に汚染された

廃棄物や土壌の処理や再利用に関する取組」に県内回答者の 49.2%（1 位）

が重要と思うと回答している。 

・市町村のヒアリングにおいて、「森林における放射線量の低減や森林資源の

有効活用(双葉町、楢葉町、南相馬市)」に関する調査研究を期待する意見が

あった。また、研究機関等のヒアリングにおいて、「バイオマス利用等の資

源の活用(森林総合研究所)」について今後検討すべき課題として捉えている
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旨の意見があった。 

 

 

  ③環境動態部門 

    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

画に基づく復興の推進に向けて、環境中における放射性物質の動態を解明するこ

とが必要となる。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

示区域等における野生動物の生態や放射線の影響についての把握、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林産物や水産物への移行抑制

手法の構築や、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

評価等に取り組む。 

    これらの取組は、農林水産業の再興や帰還する住民をはじめとする県民の安

心・安全のニーズに応えるとともに、野生動物の保護管理に資するため、関係機

関と連携しながら効果的に進める。 

（アンケート調査等における関連事項） 

・「現在の福島県の状況についてどのような不安があると感じますか」という

問いに対して、「未除染の森林・河川や帰還困難区域等に残っている放射性

物質に関すること」に県内回答者の 44.7%（4 位）が不安があると回答して

いる。 

・「現在の福島県の状況についてどのような課題があると感じますか。」という

問いに対して、「未除染の森林・河川や帰還困難区域等に残っている放射性

物質に関すること」に全国回答者の 45.3%（3 位）が課題があると回答して

いる。 

・「福島第一原子力発電所事故から福島の環境を回復するために、どのような

取組が重要と思いますか」という問いに対して、「放射性物質が生態系に与

える影響の把握に関する取組」に県内回答者の 39.2%（5 位）が重要と思う

と回答している。 

・市町村のヒアリングにおいて、「森林から河川への放射性物質の移行や生活

圏への影響(楢葉町)」、「イノシシ等の生態系への影響把握(楢葉町)」、「森林

における放射線量の低減や森林資源の有効活用(双葉町、楢葉町、南相馬市)」

に関する調査研究を期待する意見があった。 

 



10 

 

  ④環境創造部門 

    避難指示解除地域について、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、災害廃棄物や化学物

質のリスクへの対応が必要となる。また、猪苗代湖をはじめとした県内の環境保

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と

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。広域巨大災害において

適切に災害廃棄物の処理を進めるための仕組みや災害に伴う化学物質等リスク

に対応できる体制の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。地域環境創生に取り

組む多様な主体との連携・協働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に携わる職員研修を通じた情報発信の効果の検証等に

取り組む。 

    これらの取組は、避難指示解除後の復興を目指す自治体をはじめとする県内で

の脱炭素に向けた取組等の推進や環境保全施策を推進するとともに、得られた成

果・知見を正確にわかりやすく発信し、効果的に進める。 

（アンケート調査等における関連事項） 

・「現在の福島県の状況についてどのような不安があると感じますか」という

問いに対して、「地球温暖化や気候変動の影響」に県内回答者の 28.2%が、「河

川・湖沼等の水環境や自然環境の悪化(水質の悪化等)」に 26.8%が不安があ

ると回答している。 

・「現在の福島県の状況についてどのような課題があると感じますか。」という

問いに対して、「地球温暖化や気候変動の影響」に全国回答者の 12.9%が、「河

川・湖沼等の水環境や自然環境の悪化(水質の悪化等)」に 28.2%が課題があ

ると回答している。 

・「福島県を安心して暮らせる美しく豊かな環境としていくために、どのよう

な中長期的な取組が重要だと思いますか」という問いに対して、「地球温暖

化や気候変動に対する取組の推進」に県内回答者の 32.2%が、「河川や湖沼等

の環境保全に関する取組」に 40.1%（3位）が重要と思うと回答している。 

・市町村のヒアリングにおいて、「猪苗代湖の汚染メカニズム解明(会津若松

市)」に関する調査研究を期待する意見があった。また、研究機関等のヒア

リングにおいて、「環境創造において解決すべき社会的課題を把握している

環境創造センター側から、個別シーズを保有する大学・研究機関等へのより

積極的な相談(会津大学)」が必要と考える旨の意見があった。 
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（５）フェーズ３後（令和７年度以降）において想定される中長期的な課題 

   現行の「中長期にわたる事業方針（2015～2024年度）」後においても、原子力発

電所の廃炉作業や帰還困難区域の解除等に伴う帰還支援などの対応は長期にわた

り続くとともに、地球温暖化による気候変動への対応やポスト・コロナ時代を見据

えた持続可能な環境共生型社会の実現に向けた取組が一層求められている。 

   このような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

た知見や成果の効果的発信、社会実装に努めていく必要がある。 

   一方、一定の進展が見られるものの、道半ばである原発事故からの復興･再生と

福島の環境回復に向けて、より長期的な視点に立った調査研究にも取り組んでいく

必要がある。 
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３ 情報収集・発信 

（１）フェーズ１～２における課題 

   フェーズ１～２では、震災及び原発事故から 10 年が経過し、避難指示の解除が

進み、福島の復興及び再生が進んでいることなどの社会情勢の変化に応じて、事業

に取組んできた。なお、フェーズ１～２における成果については、資料３－２のと

おりであるが今後の課題として以下の事項が挙げられる。 

・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にあわ

せた適切な情報発信が必要である。 

・自然災害の対応や気候変動等における調査研究結果を県内外へわかりやすく発信

することが必要である。 

・地球温暖化や SDGｓ（持続可能な開発目標）についての学習需要の高まりに対応し

た情報発信が求められる。 

・東日本大震災・原子力災害伝承館やリプルンふくしまなどの関連施設との連携によ

る効果的な情報発信が必要である。 

・主に県外からの来館を促進するため、ウィズコロナの対応を踏まえた効果的な誘致

を検討・実施していく必要がある。 

 

（２）取り巻く環境の変化 

  以下のような変化が見られていることから、適時適切に対応することが求められる。 

  ・廃炉等の状況や有害物質等の規制の変化に応じたモニタリングの多様化 

  ・自然災害や気候変動への関心の高まり 

  ・浜通りに東日本大震災・原子力災害伝承館などの伝承施設がオープン 

  ・地球温暖化やマイクロプラスチックなど世界規模で環境問題が深刻化 

  ・SDGsについての学習需要の高まり 

  ・ウィズコロナ（ポスト・コロナ）に対応した生活環境の変化 

 

（３）フェーズ３の事業の方向性 

   フェーズ３は、これらの課題や取り巻く環境の変化を踏まえ、引き続き関係機関

等との連携を強化しつつ、各種の取り組みを実施していくこと必要である。 

   引き続き廃炉作業の状況や有害物質等の規制の変化に応じたモニタリング等の

情報発信を行っていくことや、地球温暖化や SDGs 等についての学習に対応した学

習プログラムを開発する。 

   また、ウィズコロナに対応し Web等を活用したオンラインでの情報収集・発信の

強化や東日本大震災・原子力災害伝承館やリプルンふくしま等の情報発信施設との

連携による効果的な情報発信を行う。 
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（４）フェーズ３の事業方針（素案） 

  以上を踏まえて、フェーズ３においては次の取り組みを軸に、情報収集・発信事業

を実施していくこととする。 

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・整理し、定期的に蓄積されたモニタリングデータを県民等

が分かりやすい形で利用できるように提示するとともに、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。 

また、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、福島の状況の正確な理解につながるよう、県外に向けて分かりやすい形で発

信する。 

さらに、林野火災や台風等の自然災害等の突発的な事象において、モニタリン

グ事業や調査研究事業と連携し、緊急性の高いモニタリングデータを速やかに発

信する。 

 

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、県

民の関心が高い情報などを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、調査研究成果等については、調査研究事業とも連携しつつ、ウェブサイ

トや交流棟展示、各機関や市町村の広報誌等の様々なメディアを活用して県内外

に広く発信するとともに、海外へ向けて外国語による発信も行っていく。 

さらに、サイエンストークや出張講座等のように県民と環境創造センター研究

員や交流棟運営スタッフとの対話や交流を通じた理解促進にも積極的に取り組

む。 

 

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・安心な生活や風評払拭に資するため、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、大学や研究機関、NPO、県庁関係各課等の関係

機関との連携・協力の下、ウェブサイトの活用等により幅広く収集を行う。 

さらに、県民等が利用しやすいように体系的に整理し、ウェブサイトや交流棟

展示、各機関や市町村の広報誌等の様々なメディアの活用や環境創造シンポジウ
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ムの開催等により県民等へ情報発信するとともに、取組状況や成果等を関係機関

において共有する機会を創出する。 

 

④ 交流棟における取組 

福島の復興状況や未来像、放射線に関する基礎知識、環境問題等に関する展示

について、廃炉作業の進捗や地球温暖化問題、SDGs に対する気運の高まり等の

取り巻く社会情勢等の変化に対応した展示更新や体験研修プログラム開発、交流

棟運営スタッフの知識レベル向上を行い、県民等のニーズを踏まえた情報を発信

する。 

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については、グラ

フィックパネルや映像展示、環境創造センター研究員との対話・交流等により効

果的に発信できるエリアを交流棟内に整備する。 

また、ウェブ上での発信「おうち deコミュタン」の充実も図っていく。 

さらに、放射線や福島の状況の正確な理解を目的に、県内外からの交流棟への

来館を促進するため、学校や教育委員会、旅行代理店等への PR 活動を積極的に

行うとともに、東日本大震災・原子力災害伝承館やリプルンふくしま等の関連す

る情報発信施設や教育・研修・交流事業と連携した学習プログラムの開発や各施

設を巡る見学ツアーの学校等への提案等を行う。 

（アンケート調査等における関連事項） 

・市町村のヒアリングにおいて「県内における情報発信（モニタリング情報も

含む）の広域連携」や「環境省からの情報とは別に、より地元に根付いた情

報の発信」を期待する意見があった。 

・研究機関のヒアリングにおいて、「住民の帰還に向けて重要かつ貴重である

モニタリングデータの継続的な情報収集・情報発信」を期待する意見があっ

た。 

・「現在の福島県の状況についてどのような課題があると感じますか」という

問いに対して、「地球温暖化や気候変動の影響」に県内回答者の 28.2%が、全

国回答者の 12.9%課題があると回答している。 

・「一般的な情報について主に何で入手して今いますか。（複数回答可）」とい

う問いに対して、「テレビ・ラジオ」が県内・県外（国内）とも約８割（第１

位）、「インターネット（SNS除く）」が県内・県外（国内）とも約７割（第２

位）と回答としている。 

・「一般的な情報の発信元の中で、信頼できると感じるものはどれですか。（複

数回答可）」という問いに対しては、回答の割合で「都道府県」が「マスメデ

ィア」よりも高い結果となっている。  

・「「環境創造センター」が整備されたことをご存知ですか」という問いに対し
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て、知らない割合が県内でも半分以上ある結果となっている。 

 

（５）フェーズ３後（令和７年度以降）において想定される中長期的な課題 

・廃炉作業の状況や有害物質等の規制の変化に応じたモニタリング等の情報発信

を継続する。 

・地球温暖化やマイクロプラスチック、SDGs など世界規模で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の開発等が必要となる。 

・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となる。 
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４ 教育・研修・交流 

（１）フェーズ１～２における課題 

   フェーズ１～２では、震災及び原発事故から 10 年が経過し、避難指示の解除が

進み、福島の復興及び再生が進んでいることなどの社会情勢の変化に合わせ、事業

に取組んできた。なお、フェーズ１～２における成果については、資料３－２のと

おりであるが今後の課題として以下の事項が挙げられる。 

・引き続き交流棟「コミュタン福島」への来館を促進し、放射線に関する基礎的・

実務的な知識の普及を行っていく必要がある。 

・来館者や学校等の要望を踏まえた対応や学習プログラムの見直し、新規開発を進

める必要がある。 

・講習会、人材育成講座等により人材育成を継続していく必要がある。 

・これらの講習会、人材育成講座等で育成した人材を活用した取組が必要となる。 

 

（２）取り巻く環境の変化 

   以下のような変化が見られていることから、適時適切に対応することが求められ

る。 

  ・東日本大震災・原発事故から 10年が経過し、県内外の風化の進行 

・交流棟展示のメインターゲットとしている小学生の多くが東日本大震災・原発事

故を経験しない世代へ 

・浜通りに東日本大震災・原子力災害伝承館などの伝承施設がオープン 

  ・地球温暖化やマイクロプラスチックなど世界規模で環境問題が深刻化 

  ・SDGｓについての学習需要の高まり 

  ・ウィズコロナ（ポスト・コロナ）に対応した生活環境の変化 

 

（３）フェーズ３の事業の方向性 

   フェーズ３は、これらの課題や取り巻く環境の変化に合わせ、引続き関係機関等

との連携を強化するとともに取組みを実施していくこと必要である。 

   東日本大震災・原発事故から 10 年が経過し、風化が進んでいく状況や小学生の

多くが東日本大震災・原発事故を経験しない世代となるため、来館者や学校等の意

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、改訂学習指導要領の中学校での全面実施に伴い、中学校に対する学習支援

を拡充する。 

研修や人材育成講座等においても、参加者の意見や取り巻く社会情勢を踏まえプ

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を構築し、魅力ある施

設運営を進める。 
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上記について、Web等をさらに活用していく。 

世界規模での環境問題が深刻化していくため、変化に応じたコンテンツを充実さ

せていく。 

あわせてウィズコロナ時代に対応した事業を展開する。 

 

（４）フェーズ３の事業方針（素案） 

  以上を踏まえて、フェーズ３においては次の取り組みを軸に、教育・研修・交流事

業を実施していくこととする。 

① 放射線等に関する教育 

主に県内小中学校で実施されている放射線教育や環境教育等における学習活動

の実施・支援のために、県教育委員会の「ふくしま 放射線教育・防災教育指導資

料」や学校等の要望、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た展示や体験研修用機材の整備、学習プログラムの開発等を行

うとともに、高等学校や県外学校、再来館校等を対象としたより発展的な学習プロ

グラムを開発する等、提供できる学習の幅を広くすることに努める。 

   また、コミュタン福島に対する教員の認知度や理解度を高めるため、県教育委員

会と連携して教員研修等への組み入れを検討するとともに、特に福島第一原子力発

電所に近接する浜通りの市町村教育委員会等と連携した取組も進めて行く。 

② 環境の回復・創造に関する人材育成・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、発達段階に応じた各種講座を開設する。なお、当

該講座により育成した人材については、県が実施する福島復興関連イベントやボラ

ンティアスタッフとしての交流棟運営等に関する活動への参加を促進することで、

より効果的な人材育成につなげる。 

また、交流棟や附属施設において、科学への興味喚起や環境問題への意識醸成、

放射線に関するリスクコミュニケーション等を目的とした研修や講習会等を実施

するとともに、県庁関係各課や市町村等が主催する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研修等の環境創造センターにおける開催を促進するた

めの関係者への働きかけを積極的に行う。 

 

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
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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、東日本大震災・原子力災害伝承館や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。 

（アンケート調査等における関連事項） 

・「現在の福島県の状況についてどのような課題があると感じますか」という問

いに対して、「地球温暖化や気候変動の影響」に県内回答者の 28.2%が、全国回

答者の 12.9%課題があると回答している。 

・「一般的な情報について主に何で入手して今いますか。（複数回答可）」という

問いに対して、「テレビ・ラジオ」が県内・県外（国内）とも約８割（第１位）、

「インターネット（SNS除く）」が県内・県外（国内）とも約７割（第２位）と

回答としている。 

・「一般的な情報の発信元の中で、信頼できると感じるものはどれですか。（複数

回答可）」という問いに対しては、回答の割合で「都道府県」が「マスメディ

ア」よりも高い結果となっている。  

・「コミュタン福島が整備されたことをご存知ですか」という問いに対して、知

らない割合が県内でも半分以上ある結果となっている。 

 

（５）フェーズ３後（令和７年度以降）において想定される中長期的な課題 

・福島の未来を担う人材育成等を引き続き行うとともに、育成した人材を活用した

取組を行っていく必要がある。 

・福島県の現状や放射線に関する正確で分かりやすい情報のほか、SDGｓなどの世

界規模での環境問題も配慮した内容を充実させ、未来を創造する力を育むための

教育・研修・交流に取り組む必要がある。 


