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１ はじめに 

環境創造センターの事業を効果的・効率的に実施するため、モニタリング、調査研

究、情報収集・発信、教育・研修・交流の４つの事業について課題及び計画の妥当性、

実績の評価、今後の計画の妥当性等を評価することが必要である。 

また、現行の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。）

は三つのフェーズによる段階的な方針として策定しているため、フェーズ１の終了年度

である平成 30年度を一つの区切りとして、事業成果等の評価を行い、その結果を踏ま

えて見直しを行うとともに、フェーズ２以降の方針を策定することとなっている。 

このため、本紙では、中長期取組方針の基本的考え方を踏まえ、フェーズ１事業の評

価を行い、フェーズ２事業方針をとりまとめるものである。 

 

 

２ 事業の基本的考え方 

  環境創造センターの事業は、その設立趣旨から次の考え方を踏まえることが必要であ

る。 

 

○ 原子力災害が引き起こした環境の激変や復旧・復興に向けた数多くの課題を認識

し、避難地域住民をはじめとする県民の意向を環境創造センターの取組に反映させる

ことが最重要であることから、除染を中心とした地域の復旧・復興への取組により県

民が安心して生活できる環境が一刻も早く実現されるよう、様々な状況変化への対応

を強化していく。 

 

○ 子どもたちをはじめとする県民が安心して快適に暮らせる環境づくりのため、放射

線による健康影響の防止を基本に、取組の持続的変革を図りながら、県民の多様化す

るニーズに応えられる安全と安心が確保された社会を、絶えず新たな挑戦をもって追

求し構築していく。 

 

 

３ フェーズ１事業方針及び事業計画（平成 27～30年度） 

 

（１）モニタリング 

ア フェーズ１の事業方針 

Ⅰ 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、総合モニタリング計画に基づき、環境中

の放射線の測定等を行う。 

また、身近な生活環境である小中学校、都市公園等へ設置したリアルタイム線

量測定システムや可搬型モニタリングポストによる継続的なモニタリング、住民

帰還促進に向けたモニタリングなどの充実・強化を県内全域において進める。 

さらに、きめ細かな環境放射能モニタリングを実施するために、住民や専門家

の意見を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。 
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Ⅱ 環境放射能等モニタリングデータの一元管理、解析・評価 

環境放射能モニタリングデータについては、様々な機関が所有する情報を県民

等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、データの精度

管理を含めた解析・評価を調査研究事業とも連携し進める。 

また、放射能及び放射線の測定のトレーサビリティを確保するため、測定器の

定期的な校正や、測定方法を含めた精度管理を行う体制の構築に取り組む。 

さらに、一般環境中における有害物質等のモニタリングとそのデータの一元管

理を行う体制の構築・運用にも併せて取り組む。 

Ⅲ 緊急時環境放射線モニタリング体制の構築・運用 

原子力災害対策指針に基づき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、中長期の課題として、東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力

発電所の廃止措置（溶融燃料デブリの取出しなど）に対応した環境放射線モニタ

リング体制について検討を進める。 

イ フェーズ１の事業計画 

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。 

Ⅰ きめ細や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 

① 全県的な放射線モニタリングの実施［福島県］ 

 原子力発電所事故により放出された放射性物質の影響の推移を把握するた

め、県内各地において、学校・公園等の定点測定、路線バス等を利用した走行

サーベイ、リアルタイム線量測定システム、モニタリングポスト等を用いた常

時測定及び土壌、大気、日常食等に含まれる放射性物質の測定を実施する。 

② 原子力発電所周辺の空間線量率の測定の実施［福島県］ 

 原子力発電所周辺における放射性物質の放出及び推移を監視するため、モニ

タリングポスト等の機器による空間線量率等及び降下物、大気浮遊じん、海水

等の環境試料に含まれる放射性物質の測定を実施する。また、環境放射線の長

期的な被ばく評価を行うため、積算線量計による空間積算線量の定点測定を実

施する。 

③ 環境放射能水準調査の実施[福島県] 

原子力規制庁（以下「規制庁」という。）からの委託による環境放射能水準調

査（全国 47都道府県における環境放射能の水準を把握するために、空間線量率

の常時測定及び降下物や大気浮遊じん等の放射性物質の測定を行うもの）を引

き続き実施する。 

また、北朝鮮による核実験等の際には、降下物や大気浮遊じん等のモニタリ

ングを強化して実施する。 

④ 県民ニーズに対応したモニタリングの実施[福島県] 

帰還する住民の安心を確保するため、住民ニーズに応えたモニタリングを実

施し、市町村等への支援を実施する。 
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中間貯蔵施設及び特定廃棄物埋立処分施設の安全と安心を確保するため、各

施設に係る環境モニタリング（空間線量率や放射性物質、水質汚濁物質等の測

定）を実施する。 

また、避難地域での林野火災等、放射性物質の飛散が懸念される事故等が発

生した際には、速やかに周辺環境モニタリングを実施する。 

⑤ 規制庁モニタリングの実施[JAEA] 

規制庁は、総合モニタリング計画に基づき、主に空間線量率測定、環境試料

等の環境モニタリングを実施しているが、JAEAは、規制庁が行う継続的なモニ

タリングの実施及び採取した土壌、植物等の放射能分析を実施しており、引き

続き、三春町施設において、土壌、松葉等の測定を実施する。これらのデータ

は、規制庁でとりまとめられ同庁のホームページで公表される。なお、福島県

が実施していた規制庁モニタリングの支援・協力も引き続き実施する。 

Ⅱ 環境放射能等モニタリングデータの管理、解析・評価 

① 環境放射能モニタリングデータの管理[福島県] 

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、「空間線量率マ

ップ」等の公表資料を速やかに作成し、放射線監視室等のホームページにおい

て公表する。 

また、原子力発電所周辺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測定データは、環境放射線センター等において常時監

視・解析を行い、大型表示装置やホームページ等でリアルタイムで公表する。 

② 測定におけるトレーサビリティの確保[福島県] 

正確な放射線量を測定できる環境を整備するため、環境放射線センターの校

正棟において、福島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

正を実施する。 

また、地方公共団体等による放射性物質測定の技能向上を図り、県民により

正確なモニタリングデータを提供するために、放射能分析精度管理事業を実施

する。 

③ 一般環境中の有害物質等のモニタリングとそのデータの管理[福島県] 

福島県庁関係各課が定める事業計画に基づき、大気汚染、水質汚濁、騒音・

振動、廃棄物、化学物質等に関する調査分析を着実に実施するとともに、大気

常時監視データ等の管理や解析・評価を適確に行う。また、猪苗代湖水質モニ

タリングに継続して取り組むほか、中間貯蔵施設等の本格稼働に伴う水質中の

有害物質のモニタリング等を実施（再掲）する。 

魚類へい死等の水質事故や、鳥インフルエンザ発生に伴う防疫措置等の緊急

時には、周辺河川の水質等に係る調査分析を迅速に実施する。 

Ⅲ 緊急時環境放射線モニタリング体制の構築・運用 

① 緊急時モニタリング体制の構築[福島県] 

原子力災害対策指針、福島県地域防災計画（原子力災害対策編）等に基づく

緊急時モニタリングの中核機関として、緊急時における環境放射線や環境試料
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中の放射性物質の測定等が実施可能な体制を原子力防災訓練等を通して検証す

るとともに、モニタリング要員の技能向上を図る。 

② 東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所の廃止措置に対応した

環境放射線モニタリング体制の構築[福島県] 

原子力発電所の廃止措置に伴う放射性物質の放出の有無を迅速に把握するた

め、その周辺地域においてモニタリングポスト等による空間線量率の常時監視

や、ダストモニタ及びダストサンプラによる大気浮遊じんの測定を継続して実

施する。 

また、原子力発電所周辺での大気中トリチウムの調査分析を再開する。 

「福島県原子力発電所の廃炉に関する安全監視協議会」とその部会である

「環境モニタリング評価部会」等の協議などを踏まえ、東京電力ホールディン

グス(株)福島第一原子力発電所の廃止措置に対応した環境放射線モニタリング

体制を構築する。 

③ 大規模火災対応等訓練[JAEA] 

帰還困難区域、居住制限区域に係る消防組合などが行う大規模火災訓練や規

制庁、福島県が行う緊急事態訓練、緊急時モニタリング訓練に積極的に参加し

ていく。 

 

（２）調査研究 

ア フェーズ１の事業方針 

Ⅰ 放射線計測 

現在の被ばく量の正確な把握、将来の被ばく量の予測、生活環境の安全性の効

率的な評価及びそれらの結果の分かりやすい情報発信を行うための放射線計測技

術と被ばく線量評価手法の開発に取り組む必要がある。 

このため、様々な環境試料中の放射性物質の迅速な分析手法や簡易な分析手法

の開発に取り組むほか、広範囲にわたる詳細な線量率分布等の短時間での測定、

水系（河川、湖沼、海など）の測定、現場での高精度な連続測定などに向けた技

術開発を行うとともに、線量率分布の可視化表示技術など測定結果の分かりやす

い提示方法の研究を進める。 

また、県民が安心・安全に暮らすために、汚染濃度の地域差や生活習慣の個人

差を考慮した、被ばく線量の評価手法を開発する。 

Ⅱ 除染・廃棄物 

環境の回復のためには、汚染された土壌等から効果的・効率的に放射性物質を

除去する除染技術の開発とともに、除染等に伴い発生する大量の除去土壌及び汚

染廃棄物を適正に処理し、県外で最終処分が行われるまでの全工程において、除

去土壌及び汚染廃棄物の減容化等を行いつつ厳正に管理するための技術開発・調

査研究に取り組む必要がある。 

このため、セシウムの吸着・脱着メカニズムを踏まえた効果的・効率的な除染

技術や、森林等からの放射性物質の流出抑制技術の開発・研究に取り組むととも
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に、除染の効果の評価及び除染による環境への影響評価に関する調査研究に取り

組む。 

また、除去土壌や汚染廃棄物の減容化技術の開発・高度化を進めるとともに、

仮置場及び中間貯蔵における安全な管理手法等の検討や汚染廃棄物等の保管・輸

送・再生利用等の技術に関する調査研究に取り組む。 

Ⅲ 環境動態 

被ばく量の把握や将来予測を適切に行い県内の除染や県民の帰還を促進するた

め、環境中における放射性物質の移動等の動態を正確に把握し、その影響の予

測・評価に取り組む必要がある。 

このため、森林などの陸域における物質循環の実態把握と再汚染メカニズムの

解明及び放射性物質の移行の調査及び評価を行うとともに、河川・湖沼・海域な

どの水系における放射性物質の移動や蓄積の実態把握及び環境中での移行挙動の

評価・モデル化に取り組む。 

また、野生生物の食性を含む行動予測や放射性物質の生体内濃縮について調査

し、被ばくによる野生生物への影響等について調査研究する。 

さらに、野生生物相の長期モニタリングを実施するとともに、生態系モデルを

構築し、生態系の変化による人間生活への影響の予測や生態系の管理手法、広域

スケールでの生物多様性の保全について研究する。 

Ⅳ 環境創造 

住民の帰還を促進し、安全で暮らしやすい環境づくりをするためには、除染な

ど環境回復のための活動にとどまらず、住民が地域の将来像を選択できる基盤作

りの支援、本県の豊かな自然環境に恵まれた美しい姿の未来への継承などの環境

創造に向けた調査研究に取り組む必要がある。 

このため、地域の環境、資源、産業などの特性を調査し、低炭素社会、循環型

社会、自然共生社会等の課題に対応した環境創造のための定量的なモデルや持続

的な将来シナリオに関する研究を行うとともに、東日本大震災の経験を踏まえた

環境面での災害に強い社会づくりに関する調査研究などについても併せて取り組

む。 

また、猪苗代湖、裏磐梯湖沼群などに代表される本県の自然環境の保全など、

より良い環境を創造し未来へ継承するための調査研究を行う。 

イ フェーズ１の事業計画 

 放射線計測、除染・廃棄物、環境動態、環境創造の４つの部門において調査研究

を計画的、体系的に進め、その成果を県や国が実施する施策等に活用していく。 

Ⅰ 放射線計測 

① 分析手法の開発 

分析操作が煩雑で分析に時間を要する放射性物質の分析手法を簡易・迅速化

を行うとともに、より高度な分析手法の検討を実施する。 

 （調査研究テーマ） 

・放射性核種の簡易・迅速な分析法の開発[福島県] 

・放射能分析技術の高度化[JAEA] 
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② 測定技術の開発 

 きめ細かなモニタリングの実施に向け、短時間に広範囲の空間線量等の測定

を実施できる測定技術を開発する。 

 （調査研究テーマ） 

・空間線量及び放射性物質の測定技術に関する研究[福島県] 

・無人ヘリによる放射能・線量測定技術の高度化[JAEA] 

・広域放射線観測飛翔体に関する研究開発[JAEA] 

・水中放射線挙動監視・測定技術の開発[JAEA] 

・水中放射性物質測定技術の開発[JAEA] 

・簡易可視化技術を用いた森林エリア放射線分布測定技術の応用研究[JAEA] 

③ 測定結果の提示方法 

膨大なモニタリングデータを県民に分かりやすく発信するための手法や可視

化表示技術の検討を行う。 

 （調査研究テーマ） 

・モニタリング結果の評価・活用に関する研究[福島県] 

④ 被ばく線量の評価手法・モデル開発 

放射性物質の移行に伴う線量率の変化を調査し、被ばく線量の評価や空間線

量率評価モデルの開発及び検証を実施する。 

（調査研究テーマ） 

・生活圏・市街環境における放射性セシウム移行挙動調査と線量率変化予測

モデル整備[JAEA] 

・個人被ばくの線量評価と管理に関する研究[JAEA] 

・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] 

・放射性物質及び有害化学物質のばく露評価に関する調査研究[NIES] 

Ⅱ 除染・廃棄物 

① 除染・移動抑制技術の開発 

放射性物質の除去による空間線量率の低減効果の持続性や、河川・湖沼等の

利用実態に応じた放射性物質対策を検討するとともに、農業用水路等の微小粒

子補足技術、影響評価を実施し移動抑制技術の開発を行う。 

（調査研究テーマ） 

・河川・湖沼等の放射性物質の除去技術に関する研究[福島県] 

・放射性セシウムの移動抑制技術開発[JAEA] 

② 除染効果の評価及び環境への影響評価 

これまで県内において実施された除染活動の効果について評価検討するとと

もに、シミュレーションに基づく除染技術の支援等を実施する。 

（調査研究テーマ） 

・除染効果の評価に関する研究[福島県] 

・環境回復技術支援のための除染シミュレーションに基づいた除染技術支援 

-「除染活動支援システム（RESET）」の適用評価-[JAEA] 
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③ 減容化技術の開発・高度化 

一般廃棄物焼却施設における放射性物質を含む廃棄物の適正処理を検討する

とともに、除去土壌等の適切な処理が可能となるよう、分別・減容等の処理技

術の開発を行う。 

（調査研究テーマ） 

・一般廃棄物焼却施設における放射性物質を含む廃棄物の適正処理に関する

研究[福島県] 

・除去土壌等の分別・減容等処理技術開発[JAEA] 

・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] 

④ 廃棄物等の管理手法・適正処理処分技術の開発 

仮置場の適切な管理に資するよう、仮置場における技術的課題の検討や安全

性評価を検討するとともに、放射性物質に汚染された廃棄物の溶出挙動や資源

循環・廃棄物処理における安全で適正な技術や管理手法について検討する。 

（調査研究テーマ） 

・除去土壌や除染廃棄物の処理等の技術的課題に対する研究[福島県] 

・仮置場等の安全性評価及び住民合意形成手法に関する研究[福島県] 

・廃棄物の埋立処分後の放射性セシウムの挙動に関する研究[福島県] 

・放射性物質に汚染された廃棄物の安全な再利用に関する研究[福島県] 

・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] 

・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] 

Ⅲ 環境動態 

① 移行挙動評価 

森林、河川、ダム、溜め池、河口域等の放射性物質の移行挙動調査を実施

し、特に放射性セシウムの動態の把握を行う。 

（調査研究テーマ） 

・放射性核種の環境中における移行挙動に関する研究[福島県] 

・森林域における放射性セシウム移行挙動調査と環境動態モデル構築[JAEA] 

・河川における放射性セシウム移行挙動調査[JAEA] 

・ダム・溜め池における放射性セシウム移行挙動調査[JAEA] 

・河口域における放射性セシウム移行挙動調査[JAEA] 

・環境動態を支配するミクロ量放射性核種の微視的挙動解明[JAEA] 

・環境中の放射性セシウム沈着挙動評価[JAEA] 

・流域圏における放射性セシウムの動態解明[NIES] 

② 移行モデル 

放射性物質の移行挙動調査等で得られたデータを既存モデルや多媒体環境モ

デル等を用いて、放射性セシウムの移動、再飛散、堆積等の予測評価を可能に

するための検討を実施する。 

（調査研究テーマ） 
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・（再掲）放射性核種の環境中における移行挙動に関する研究[福島県] 

・（再掲）森林域における放射性セシウム移行挙動調査と環境動態モデル構築

[JAEA] 

・放射性セシウムの河川・ダム・溜め池・河口域における移動解析モデルの

開発[JAEA] 

・福島県内の広域を対象とした土壌流亡解析モデルの開発[JAEA] 

・流域圏における多媒体環境モデリング[NIES] 

③ 野生生物への影響把握 

野生生物への放射性物質の挙動や野生生物の行動予測を調査するともに、植

物や小動物の生殖器官への影響を調査し、放射性物質の移動特性や循環過程を

検討する。 

（調査研究テーマ） 

・野生生物における放射性核種の挙動及び行動予測に関する研究[福島県] 

・放射線等の生物影響評価[NIES] 

④ 生態系管理手法等 

帰還困難区域内外の生物相・生態系機能の現状を調査し、震災前後の状況や

土地利用状況による影響を明らかにするとともに、生態系に与える人為的影響

を検討する。 

（調査研究テーマ） 

・生態系・景観変化の実態調査[NIES] 

・かく乱された生態系の回復研究[NIES] 

Ⅳ 環境創造 

① 環境に配慮した社会づくり 

統合評価モデルを開発し、産業振興、まちづくり、環境保全等が調和した地

方公共団体の将来シナリオを構築するとともに、拠点地区においては具体計画

の事業化支援を行う。モデルを一般化するとともに、中長期における将来シナ

リオとの関係を整理し、総合評価のためのフレームワークを構築する。 

（調査研究テーマ） 

・生活・環境・産業が調和する将来復興ビジョンの研究[NIES] 

・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] 

② 災害に強い社会づくり 

将来の災害に向けた災害廃棄物処理システムの構築及び廃棄物の利活用を含

めたマネジメント手法を開発する。災害時におけるリスク管理目標、調査手法

の開発・応用及び緊急時調査体制の検討を行う。さらに、将来の災害環境マネ

ジメント向上のための情報プラットフォームの設計、人材育成システムを開発

する。 

（調査研究テーマ） 

・災害廃棄物処理システムの統合的マネジメント技術の構築[NIES] 
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・円滑・適正な災害廃棄物処理等に向けた社会システムとガバナンスの確立

[NIES] 

・災害に伴う環境・健康リスクの管理戦略に関する研究[NIES] 

・災害環境分野に関する情報プラットフォームの設計・開発[NIES] 

・災害環境分野における人材育成システムの設計・開発[NIES] 

③ 美しいふくしまの創造 

福島県を代表する猪苗代湖や県土の７割を占める森林等において、現地調

査、生態系モデルや GISデータベース等を活用した環境回復・復興に向けた研

究を実施するとともに、情報通信技術を用いたコミュニティの復興支援に関す

る研究を行う。 

（調査研究テーマ） 

・猪苗代湖の水環境に関する研究[福島県] 

・森林の復興に向けた広域モデルによる資源利活用評価[NIES] 

・情報通信技術を活用したコミュニティの復興支援に関する研究[NIES] 

 

（３）情報収集・発信 

ア フェーズ１の事業方針 

Ⅰ 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、国内各機関が有するデータを収集整理し、県民等が分かりやすい形で利用で

きるような情報発信体制の構築に努める。 

また、環境放射能モニタリングポストのデータをリアルタイムで確認できるシ

ステムの整備や環境を評価するための指標等の分かりやすい説明など、県民等の

ニーズを踏まえたフレキシブルなモニタリングデータの収集・発信に取り組む。 

Ⅱ 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、その他の研究機関、大

学等と連携を図り、関係する調査研究成果を収集する。 

また、各種学会や国際会議等を通して、調査研究成果の国内外への積極的な発

信を行うとともに、来館者と環境創造センター職員等との対話・交流による情報

発信機会の創出やイベント、ワークショップ等を通した交流に取り組む。 

Ⅲ 環境回復・地域再生・環境創造に関する情報の収集・発信 

本県の除染などによる環境回復・地域再生状況について、一元的・網羅的な情

報収集・発信に取り組む。 

さらに、本県の環境創造に関する情報の収集・発信に取り組む。 

Ⅳ 交流棟における取組 

交流棟において、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

調査研究成果について、展示室や体験研修室を活用し、県民や国内外からの来館

者に情報を発信する。 
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また、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・発信などのため、会議室、ホール、多目的研修室などを活用

し、国際会議、学会、ワークショップ等の開催に取り組む。 

イ フェーズ１の事業計画 

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、県民等がわか

りすく利用しやすいような情報発信を行うとともに、国内外に向けた情報発信を強

化する。また、交流棟において企画展等を実施するなどして、センターの周知を図

る。 

Ⅰ モニタリングデータの収集・発信 

① 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] 

 国内各機関が所有するモニタリングデータの整理、収集方法の検討を行い、

各種データを県民のニーズに即して分かりやすく発信できるよう情報発信体制

を構築する。 

また、環境創造センターホームページのモニタリング情報を発信するページ

について、各種モニタリング情報の掲載内容の拡充等を検討する。 

② 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] 

東京電力(株)福島第一原子力発電所事故に伴って大気中に放出された放射性

物質について、国、地方公共団体、電力会社等様々な組織が放射性物質のモニ

タリング調査を実施しており、それらを一元的に網羅し、利用者が直観的に状

況を把握できるようデータベースを構築しているが、これらのデータの追加等

を継続的に実施する。 

国や地方公共団体により測定された環境モニタリング結果を着実に一元管

理、登録、公開するとともに、これまでに登録、公開したモニタリング結果を

分析し、事故後から現在に至る分布状況の経時変化傾向に関する情報を公開す

る。 

Ⅱ 調査研究成果の収集・発信 

① 研究成果報告会等の開催[福島県・JAEA・NIES] 

環境創造センターにおいて福島県、JAEA、NIESが取り組む調査研究につい

て、得られた成果を、県民を始め県内外へ広く発信するため、研究成果報告や

パネルディスカッションなどを行うシンポジウムを開催する。また、調査研究

の成果は、様々な研究機関に対しても発信していく必要があることから、誌上

や学会、ホームページ、イベント等において、研究成果の情報共有に努める。 

② 福島原子力事故関連情報アーカイブの継続[JAEA] 

JAEAは、国立国会図書館と連携し、散逸・消失が懸念される国、東京電力ホ

ールディングス(株)等が発信するインターネット情報、学会等における口頭発

表情報を収集・整理し、「福島原子力事故関連情報アーカイブ（FNAA）」として

発信している。環境回復等及び廃止措置に係る研究開発支援として、原子力規

制委員会が発信する放射線モニタリング情報や研究開発機関の発信する研究開

発情報等を収集するなど、本アーカイブの運用を継続する。 

③ 研究関連刊行物の発刊[福島県・NIES] 
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福島県は、「福島県環境創造センターニュースレター」を作成・配布するとと

もに、環境創造センターウェブサイト（以下「ウェブサイト」という。）上でも

広く公開する。 

NIESは、研究成果を国内外の一般の方や専門家に発信するために「NIESレタ

ーふくしま」、「英語版ブックレットシリーズ」等、想定する読者層に応じて

種々の刊行物を企画・作成し、ホームページ上で広く一般に公開する。 

Ⅲ 環境回復・地域再生・環境創造に関する情報の収集・発信 

① 環境回復・創造に関する団体等の取組事例の収集・発信[福島県] 

県内外において環境回復・創造に向けた取組を行っている団体の情報を収集

する。また、それら団体等の情報を広く県民へ周知していくため、各団体等と

連携した取組を実施する。 

② 放射線・除染等に関する環境回復に関する講習会の実施[福島県] 

専門家による講演や交流棟を利用した体験型の講習を実施し、県民への放射

線や除染、環境回復に関する知識の普及を図る。 

③ 除染活動を支援する情報の発信 [JAEA] 

除染の効果的・効率的な実施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うため、国、県、除染特別地域及び汚染状

況重点調査地域の市町村に引き続き、帰還困難区域の復興支援に向けた除染活

動支援システムの活用を図る。 

④ 環境回復・創造に関する図書等の収集 [福島県] 

環境測定データのみならず、多数の一般書や雑誌等に、震災・原発事故及び

環境回復・創造に係る論説や経験談等が著されていることから、これらを収集

保存し、閲覧できるようにする。 

Ⅳ 交流棟における取組 

① 交流棟運営について[福島県] 

交流棟「コミュタン福島」には、放射線や福島県の環境に関する展示が備え

られており、放射線に関する知識、本県の復興や環境回復に関する取組等を知

っていただくことができる。これらの展示や交流棟での講演会・体験研修等の

実施により、福島県の現状や環境創造センターにおける研究成果を積極的に発

信する。 

併せて、映像コンテンツ等の多言語化や各展示のコンテンツの更正・修正に

より、展示内容の充実を行う。 

② 他館等との連携及び企画展示等の実施[福島県] 

交流棟の幅広い利用に向けて、連携協定を締結した国立科学博物館などと引

き続き連携・協力するとともに、企画展示や幅広い年齢層を対象とした話題性

のあるサイエンスショーなどを夏季及び冬季の長期休暇を含む期間において実

施する。 

③ 学会、国際会議等の誘致[福島県] 
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各種学会へ参加し、学会関係者等に対し環境創造センターにおける研究成果

を広く周知するとともに、国内外の研究機関との連携促進に向けて学会等の交

流棟への誘致を図る。 

④ 交流棟の利用促進に向けた取組[福島県] 

関係機関との連携による、交流棟における放射線教育や環境教育、科学イベ

ント等を継続的に実施し、県民の皆さまへ福島県の環境に対して考えていただ

く機会を創出するとともに、各種イベントや広報誌を活用した、センターの業

務内容や研究成果の発信を行う。 

また、関係機関との連携を密にし、県外や国外からの来館を促進し、センタ

ーでの取組を国内外に幅広く発信する。 

さらに、県外の雑誌社や旅行代理店等を対象とした見学ツアーの開催、環境

創造シアター映像の映像コンテストへのエントリーなどを通して、交流棟の PR

や福島県の魅力の発信を行う。 

⑤ 県民及び来館者に対する情報発信[福島県・JAEA・NIES] 

福島県の環境や放射線に関する知識、センターでの調査研究成果についての

情報や復興に向けた歩みを、交流棟におけるイベント等を活用しながら県民や

国内外からの来館者に発信する。 

 

（４）教育・研修・交流 

ア フェーズ１の事業方針 

Ⅰ 環境放射能等に関する教育 

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資料」に沿った展示・体験用設備の充実

を図るとともに、施設の利用を促進するため、展示見学学習や体験研修プログラ

ムなどのフォローツールとしての学習ノートを作成する。 

また、県民や国内外からの来館者を対象とした知識の普及のため、年齢や知識

の習熟度にあわせた運営プログラムの作成、リピーターにつながる企画を立案す

るなど、柔軟な事業展開を図る。 

Ⅱ 環境の回復・創造に関する研修 

除染業務に従事する人材などの育成のため、講習会や実務的な研修を実施する

とともに、環境の回復・創造に関する知識普及に資するコーディネータ等の育成

のための地方公共団体向けの研修及び大学等と連携した廃棄物管理・環境管理に

向けた人材育成のための研修などにも取り組む。 

また、将来の災害に強い環境の創造に求められる人材の育成のため、災害環境

分野に関する人材育成プログラムの実践を行う。 

Ⅲ 県民・NPO・関係機関等との交流 

県民や NPOなどが、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住民の理解促進のた

め、ワークショップや講演などを通して来館者と職員等との交流を図る。 
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また、除染情報プラザや国立科学博物館等との連携による企画・イベント・広

報（県内巡回展など）等の実施、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。 

イ フェーズ１の事業計画 

Ⅰ 環境放射能等に関する教育 

① 放射線・除染等に関する学習機会の創出[福島県] 

本県の未来を担う子どもたちが「放射線や本県の環境等について学び、自ら

考え、主体的に判断し行動する力」や「本県の状況を適切に理解し、風評を払

拭する力」を身に着けるため、交流棟の展示室や体験研修プログラムを利用し

た学習機会を創出する。 

② 大学等と連携した教育プログラムの実施[福島県] 

大学や高等専門学校等と連携し、学生を対象とした放射線や除染等に係る学

習プログラムの作成支援及び交流棟を活用した体験型授業等を実施する。 

③ 環境に係る教育の機会の創出[福島県] 

せせらぎスクールや環境アドバイザーの派遣等、福島県がこれまで実施して

きた環境に係る取組を積極的に周知し、実施していく。 

ふくしまの環境回復・創造に向け理科系の高校生を対象に研究員と連携した

研究や学習を実施し、研究員からのきめ細やかなサポートの下、学生が科学に

関する理解を深められるような学習機会を創出する。 

④ 「放射線に関するご質問に答える会」の継続[JAEA] 

平成 23年度から実施している福島県の学校の先生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」を継続する。 

Ⅱ 環境の回復・創造に関する研修 

① 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] 

地域住民や地方公共団体職員を対象とした放射線や除染等に関する知識習得

に向けたセミナー等を開催し、地域住民等の放射線に対する不安を軽減する。 

② 環境回復に向けた講習会等の実施[福島県] 

追加的除染等の対応や現場保管されている汚染土壌等の積込場への輸送の本

格化を見据え、除染等を安全かつ確実に行うため、事業者の育成、除染に係る

技術的知見の周知、住民理解の促進に向け、除染業務従事者向けの講習会や不

安を持つ県民へのきめ細やかな情報等の発信に向けた住民説明会、専門家の派

遣を実施する。 

③ 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] 

国等が実施する人材育成事業への協力や教育機関等との連携協力を通じて、

大学や高等専門学校等に対する放射線教育を通した環境回復分野の人材育成を

推進する。 

また、JAEA が公募する夏期休暇実習生制度を用いた研修生の受入れを通し

て、環境回復分野における人材育成を実施する。 
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Ⅲ 県民・NPO・関係機関等との交流 

① 附属施設を利用した交流活動の実施[福島県] 

環境創造センターの附属施設である猪苗代水環境センター、野生生物共生セ

ンターにおいて、モニタリングや調査研究活動に加え、県民や NPO等との交流

の場として環境学習や普及啓発等を実施する。 

② 住民理解の促進に向けた取組[福島県] 

放射線や除染等について県民の抱く疑問や不安に対し、研究成果や放射線に

関する情報や知識を提供する場を設け、専門家や研究者の派遣を実施する。 

③ 市民との交流イベント、ワークショップ等の開催[NIES] 

環境創造センターにおいて専門家や地元の方々と連携した講演会やワークシ

ョップ等を開催する。 

 

 

４ フェーズ１の事業成果及び評価 

 

（１）モニタリング 

ア フェーズ１の事業成果 

Ⅰ 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 

・「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見直しを行った。 

・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を図った（モニタリングポストを平成 29年度に３基増

設、リアルタイムダストモニタを平成 28年度に８基、平成 29年度に２基それ

ぞれ増設。γ線放出核種分析は、平成 28年度から事故前に行っていた測定方法

を再開。平成 30年度から発電所周辺地域の大気中トリチウムの調査分析を再

開）。 

・平成 29年春に発生した帰還困難区域内の林野火災において、環境放射能の緊急

モニタリングを行った。また、平成 30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。 

Ⅱ 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、「空間線量率マッ

プ」等の公表資料を速やかに作成し、放射線監視室等のホームページにおいて

公表した。 

・公表資料は、調査研究事業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。 
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・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。 

・環境放射線センターに校正棟を整備し、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。 

・大気汚染、水質汚濁等に関する調査分析を、福島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。 

・平成 30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。[再掲] 

Ⅲ 緊急時環境放射線モニタリング体制の構築・運用 

・代替オフサイトセンター（以下「代替 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。 

・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。 

・平成 29年春に発生した帰還困難区域内の林野火災において、緊急に環境放射能

のモニタリングを行った。[再掲] 

・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を図った。[再掲] 

イ フェーズ１の評価 

 フェーズ１事業の結果、主に次のような成果が得られた。 

課題については、フェーズ２事業の中で改善を図りながら、今後とも引き続き、

環境放射能や身近な生活環境の継続的なモニタリングの実施及び緊急時のモニタリ

ング体制の整備や緊急時の対応に取り組む。 

Ⅰ 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 

「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。 

Ⅱ 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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モニタリングの結果は、「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表できた。 

また、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。 

大気汚染、水質汚濁等に関する調査分析を、福島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。 

Ⅲ 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。 

 

（２）調査研究 

ア フェーズ１の事業成果 

Ⅰ 放射線計測 

・ストロンチウム 90迅速分析及び有機結合型トリチウムの分析手法の改善、分析

時間の短縮化や様々な環境試料への適用可能性の検討等を行った。 

・トリチウム分析については電解濃縮装置を導入して実証試験を開始した。 

・線量率分布等の測定、水域の測定手法等の開発に取り組み、歩行サーベイ、無

人ヘリコプター、広域放射線観測飛翔体、ドローン、無人航空機、潜水型ロボ

ットや無人観測船を活用した線量率・放射性物質濃度の測定法、ため池の放射

線分布測定技術、水中放射性物質測定技術を確立し、高度化及び実用化を行っ

た。また、歩行サーベイ、ため池の放射線分布測定技術、水中放射性物質測定

技術等については、民間への技術移転や地方公共団体からの要請に応えるモニ

タリングを行う等の活用実績を挙げている。 

・福島県放射能測定マップの更新及びホームページでの公開、発電所を中心とし

たエリアについての統合化マップ及び経時変化マップを作成した。 

・空間線量率の時間変化、県民の被ばく線量、屋内外でのダスト調査を行い、県

民等へ情報提供すると共に、これらを解析した。これらの結果を踏まえ、県民

の被ばく線量分布、土壌中のセシウム分布及び空間線量率、農林水産物中のセ

シウム濃度の推計手法等を構築した。 

Ⅱ 除染・廃棄物 

・河川敷や農業用水路等を対象とした除染試験や懸濁物質捕集材の性能確認試験

等を実施し、放射性セシウムの動態を踏まえた効果的な除染の技術や懸濁物質

捕集材による移動抑制技術等を開発した。また、市町村により実施された住宅

除染に関する情報等の整理を行いつつ、RESET（除染活動支援システム）につい

ては「空間線量率減衰の２成分モデル」の適用を検討する等、機能向上を図

り、国や地方公共団体等の要請に応じた除染シミュレーションや空間線量率の

予測評価を行う等、除染効果の評価等を実施した。 
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・除去土壌や汚染廃棄物等を対象として、セシウムを吸着させた物質を磁力で補

足する磁気分離技術や小型回転式電気炉等を用いた熱的減容化技術等の減容化

技術の開発・高度化を進めた。仮置場において除去土壌等の保管用資材の耐久

性試験や安全性評価を実施し、搬出・運搬に必要な耐久性を有すること等を示

すとともに、最終処分に向けた除染廃棄物等焼却飛灰のセメント固型化におけ

る配合条件の影響の調査や排ガス中の放射性セシウム測定に係る試料採取方法

の評価のほか、廃棄物のフロー・ストックのリスク評価、埋立処分場における

調査等を進め、除去土壌や汚染廃棄物等の安全な管理や輸送・再利用等に関す

る知見を得た。 

・これらの成果は、国や地方公共団体等の関係機関へ提供し、除染事業や国が取

り組む中間貯蔵施設の整備等に活用され、県土の環境回復に資した。 

Ⅲ 環境動態 

・陸域での環境動態調査により、山地における空間線量率の不均質性が認められ

るとともに、森林からの放射性セシウム流出は１%未満であり、林内に留まると

推測された。河川水系での調査では、流域内の落葉等の堆積有機物から放射性

セシウムの可溶化（溶存態の生成）が示唆されたが、懸濁態を主体とする放射

性セシウムの下流への移動は、ダムの貯水作用によって強く抑制されることが

示された。河口域の海水中における放射性セシウム濃度は陸地に近いほど高い

傾向にあるが、堆積物からの脱離は限定的であった。大気、陸域及び海洋での

放射性セシウム移行挙動評価モデルについて、土壌層中での浸透過程や地形変

化に応じた座標系の導入等、モデルの精緻化や改良に基づく精度向上及び高度

化を進めた。林野火災が発生した山域では、三機関が協力して調査を実施し、

これまでに、火災前後で線量率分布にほとんど変化がないこと、林床被覆率が

低く放射性セシウムの流出率がやや高いこと、下流河川における平水時の放射

性セシウム濃度に大きな変化はないこと等を明らかにした。 

・野生生物体内の放射性セシウム濃度実態把握、低線量放射線による生物影響及

び震災に伴う人間活動変化による生物相への影響把握について取り組んだ。イ

ノシシの筋肉中放射性セシウム濃度が食べ物による影響を受けていることや、

野生アカネズミは生殖機能への影響が無いこと等を明らかにした。また、植物

を用いた DNA 損傷評価手法の開発に成功した。避難指示区域内外における生物

相調査では、人間活動の変化が特定の生物種に影響を与えることを明らかにし

た。また、浜通り地域における土地利用データを整備した。 

Ⅳ 環境創造 

・福島県内におけるまちづくり計画を環境創造の視点から支援していくため、地

理・人口動態・社会基盤・賦存資源などの空間情報を収集し、地域情報データ

ベースとして整備した。そのデータベースを活用し、生活・環境・産業の関連

をモデル化して、定量的なシナリオ構築手法を開発するとともに、浜通り北部

地地域に適用し、様々な対策ごとの低炭素目標達成及び人口維持への定量的な

貢献度評価を行った。また、地域の拠点地区における土地利用計画やエネルギ

ーシステムの設計を支援していくため、分散型エネルギーシステムの設計プロ
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セスを混合整数計画の枠組みの下でモデル化した。このモデルを新地町の駅周

辺地区復興整備計画や三島町の設備更新問題に適用し、その成果にもとづき、

新地町の進める区画整理事業の基本計画の立案、地域エネルギー事業の計画検

討、町民参加のまちづくりおよび、地域エネルギー会社事業化等の支援を行っ

た。 

・破砕選別技術の最適化、災害廃棄物・建設産業副産物の利活用技術の開発、災

害時の生活排水分散型処理システム構築、アジア都市における水害時の廃棄物

発生状況の確認を行った。過去の災害における災害廃棄物対策の検証し、脆弱

性評価ツールについては近年の災害対応経験を踏まえて評価指標の体系を整理

し、ツールのプロトタイプを作成したうえで、妥当性の検証に着手した。アジ

ア都市の水害廃棄物適正管理のための指針を作成し、適正な処理計画の作成と

水害時の収集運搬計画の周知の重要性を提示した。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。発災前後の災害廃棄物処

理・対策に役立つ災害廃棄物情報プラットフォームを開発し、充実を継続的に

図り、高度化に着手した。災害廃棄物処理に係る参加型研修手法を地方公共団

体と共同開発した。この成果は、いくつかの県において参考・実装されてい

る。 

・森林資源から持続的に利用できる木質バイオマス量を評価するためのモデルを

開発し、奥会津地域を対象とした木質バイオマス生産についてのシミュレーシ

ョンを行った。また、猪苗代湖を対象として、水生植物の分布調査結果と既存

資料を比較、水温及び底層 DOの連続観測を実施し、猪苗代湖の現在の水環境を

評価した。さらに、地域環境情報システム（くらしアシストシステム）の機能

の高度化を行うとともに新地町と三島町における社会実装を進めることで、エ

ネルギーの見える化等を通じ、環境に配慮したライフスタイル形成を支援する

手法を検討するとともに、市町村スケールの社会コミュニケーション活性化に

貢献した。 

イ フェーズ１の評価 

Ⅰ 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）＞ 

①  分析法の開発 

ストロンチウム 90は、ガンマ線を放出しないため、従来はストロンチウムだ

けに化学分離して、放射平衡の後、壊変生成物のイットリウム 90が放出するベ

ータ線を測定していた。この方法だと、結果を得るまでに、１ヵ月程度必要で

ある。迅速に分析するには、ICP-MSを用いる方法がある。ICP-MSを使用したス

トロンチウム 90分析法について、分析に使用する試薬や容器の検討により、ジ

ルコニウム 90 等の同重体によるバックグラウンドの低減に成功した。また、測

定の条件検討により検出限界値約８Bq/Lを達成したほか、共存元素濃度の高い

試料については標準添加法による分析が適する見通しを得たことは、大きな成

果である。 
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OBT分析法については、試料の前処理過程の乾燥条件の検討により、約 14日

から約７日まで短縮できたことは、大きな成果である。 

検出下限値を下げることができる、トリチウム電解濃縮法については、国際

原子力機関(IAEA)にて新規に開発された分析装置を導入し、装置の試験運用を

開始した。この装置を用いて早期に分析法を確立することを望む。 

ベータ線とガンマ線を区別して計数できる検出器を用いた測定法の検討につ

いては、測定に使用する機材を整備し、標準線源を使用した装置の性能試験を

開始しているところであるが、早期に分析法を確立することを望む。確立した

分析法については、他の研究機関との相互比較分析を実施して、測定値の信頼

性を確認することが重要である。 

②  測定技術の開発 

GPS歩行サーベイ等を用いた放射線測定技術の開発について、バックパック型

測定装置については測定技術を確立したこと、ロッド型の測定装置では、一時

的に GPS信号が受信できなくなっても測定を継続する技術を開発するととも

に、付加機能により水中の底泥等の測定においてもマッピングを行えるように

なったことは、大きな成果である。 

上空からの放射線測定技術の開発については、放射線測定技術を確立し、他

の研究でのデータ収集へ応用されているほか、運用の改善・体系化を行ったこ

と、水中の放射線測定技術の開発については、潜水型ロボットや無人観測船を

用いて湖底や海底の放射性物質濃度の測定を行ったほか、ため池の放射線分布

測定技術については民間への技術移転を行い、測定実績を得ていることも、大

きな成果である。 

なお、水中放射性物質測定技術については平成 28年度に技術開発を終了し、

平成 29年度までで 359検体の活用実績を得ている。 

今後、水中や上空での測定という新しい技術の開発検討に当たり、更なる高

度化を目指すとともに、引き続き測定結果の信頼性の検討、広域放射線観測飛

翔体等の安全対策を実施していくことが重要である。 

③  測定結果の提示方法 

県民に分かりやすい情報発信の検討結果として、福島県放射能マップの更新

を行い、平成 28年３月に HPで公開した。NaIサーベイメータ、モニタリングポ

スト、走行サーベイ、航空機サーベイ等で測定された環境放射線モニタリング

データの評価・活用に関する検討を行い、避難指示解除準備区域、居住制限区

域、帰還困難区域を含む市町村を対象として、それらの測定結果を統合した統

合化マップの作成と現時点までの経時変化マップを作成した。また、収集した

測定データについて、被ばく線量に関する福島第一原子力発電所事故の影響や

今後の空間放射線量の推移に資するためのデータベースとして整備した。これ

らは、大きな成果である。 

今後は、試験的にある程度地域を限定して解析を行っているため、対象エリ

アを拡大し、測定データの相関解析の実施、経時変化解析手法の高度化を検討

することが重要である。 
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④  被ばく線量の評価手法・モデル開発 

空間線量率の時間変化解析や宅地スケールでの評価により、生活圏・市街地

において、放射性セシウムの減少速度は特に人工的な被覆面における減少が早

かったことを示した。 

住民の被ばく線量調査により、現状を把握し、把握した情報では、住民等に

提供した。その結果を基に、被ばく経路を考慮した外部被ばくや内部被ばくの

線量評価モデルを開発し、住民の線量分布を確率論的に評価する手法を開発し

た。 

土壌中の任意の放射性セシウム分布に対する空間線量率評価ツール及び放射

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による空間線

量率変化の推定、農作物への移行を含んだ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の開発により、農林水産物中のセシウム濃度の推定を可能

とした。 

つくば市、飯舘村における屋外大気、室内ダストのモニタリングとばく露評

価や屋内の放射性核種の面的評価等により、吸引による被ばく線量は年間１μ

Sv以下であること、家屋における放射性物質の分布が一様ではないことを明ら

かにした。また、日本人小児のハウスダスト摂取量データを初めて取得し、新

規の推計方法を提案した。 

これらは、大きな成果である。今後、継続した調査によりさらに詳細な状況

を把握すること、開発したモデルの評価、高度化及び新たなモデルの開発を進

めていくことが重要である。 

Ⅱ 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）＞ 

東京電力(株)福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質により

福島県を中心に広く環境が汚染された。その環境回復に向けて広範囲にわたって

除染が行われている。その結果、汚染状況重点調査地域並びに除染特別地域のう

ち避難指示解除準備区域及び居住制限区域の住宅等の生活圏を中心とした面的除

染がほぼ終了し、除染特別地域では帰還困難区域と一部の区域を除き、避難指示

が解除された。除染により多量の放射性セシウムに汚染された土壌や廃棄物が発

生しており、それらは各市町村に設けられた仮置場で安全に保管後、大熊町、双

葉町の中間貯蔵施設に平成 27年から輸送が開始されている。除染・廃棄物部門で

は福島県内における除染、そこで発生した除去土壌等の保管及び管理を主に調査

研究の対象としている。さらに、これらとは別に県内の廃棄物の焼却施設から発

生する焼却灰(主灰、飛灰)には一部放射性セシウムが濃縮されているのものあ

り、これの安全な貯蔵、管理も調査研究の対象としている。これらの研究は①除

染・移動抑制技術の開発、②除染効果の評価及び環境への影響評価、③減容化技

術の開発・高度化、④廃棄物等の管理手法・適正処理処分技術の開発の４課題に

分類して実施している。 

① 除染・移動抑制技術については上小国川、新田川を対象として除染後に放

射性セシウムの再汚染の調査が実施された。これは河川及び河川敷利用の観点か
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ら県民の懸念であるが、これまでの結果その再汚染は極めて低いことが検証され

た。今後は県内の多くの河川についても評価を行うことが必要であると考えてい

る。また、農地の再汚染を防ぐために用水路内の懸濁物捕集材の実地適用技術の

開発を実施してきた。 

② 除染効果の評価及び環境への影響評価については、県内で実施された一部

の除染とその効果についてデータを整理して低減効果の差異等を評価している。

さらに今後の空間線量予測を行うことなどにより、様々なデータが取得できた

が、今後は対象となる地域を広げできるだけ多くのデータを集積、整理、評価す

ることが必要である。またそれらの成果は県民へ広く公開することが必要と考え

る。一方、本研究で効率的な除染を進めるために除染方法とその効果を予測する

シミュレーションコードを作成して国、県、市町村の除染支援ツールとなったこ

とは評価したい。今後はさらにそれを充実させ、特定復興再生拠点の除染に役立

てるように進めていくことが期待される。 

③ 除染土壌の減容化技術については、最終処分場での処分量を減らすこと及

び有効利用の観点から重要な課題であり、土壌からの放射性セシウムの分離技

術、分離したセシウムの安定化等について成果がみられた。今後は実用化技術と

しての展開、処理に伴うコスト等総合的に評価して、減容化技術、再生利用技術

として提案できる熟度までもっていくことが求められる。また、一般廃棄物処分

場での焼却から生成する飛灰からの放射性セシウムの流出を防止するため、飛灰

の難溶化についての技術の開発も行われ、技術の進展がみられるが、今後は更な

る難溶化、不溶化できるところまでの技術が求められる。多くの成果が学術誌等

に発表されたことも評価できる。 

④ 廃棄物等の管理手法・適正処理処分技術については、仮置場の長期化に伴

う資材の耐久性を確認するとともに、平常時や強風雨・火災等異常時でも仮置場

からの放射性セシウムの飛散による一般公衆の被ばくが低いこと等について成果

が得られた。また、汚染土壌、廃棄物の仮置きから中間貯蔵までの工程、さらに

それらの過程での減容化、セシウムの固定化、再生利用まですべての工程での課

題を取り上げ、一連のセシウムの流れ、汚染物質の安全管理方策、長期管理のた

めの連続水モニターの開発等多くの成果が得られ、住民の不安の解消の点からも

有益な知見であると判断される。ここでも多くの成果が学術誌等に発表されたこ

とも評価できる。 

以上、フェーズ１の中間整理として４課題についての評価を述べたが、フェー

ズ１において重要な成果が出てきており、その成果の一部は国等の指針にも適用

されていて評価に値すると考えられる。一方、一部には他機関で実施している課

題と類似のものもありそれらとの比較評価によるさらなる研究の向上が望まれ

る。また、環境創造センターを構成している３機関でも類似課題があり、今後相

互協力、深化した技術的検討会の開催等求めたい。ここで得られた成果は県民の

関心が高い課題も多く、得られた成果をわかりやすい形で説明、公開していくこ

とが求められる。 

Ⅲ 環境動態 
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＜部門長：森口 祐一（国立大学法人東京大学 教授）＞ 

環境動態部門の調査研究計画は、４つの中区分、延べ 17の個別テーマから構成

されており、いずれも、県民の生活との関わりの深い課題である。 

「移行挙動評価」では、森林から河川、ダムを経て、河口域に至る放射性セシ

ウムの移行挙動の定量的な評価が行われた。原発方向の斜面や特定の標高での不

均質な分布、森林からの流出量やリターや土壌への残留傾向、河川水系における

溶存態・懸濁態の濃度減衰傾向、溶存態放射性セシウムの流域内の堆積有機物か

らの溶出、ダム湖による懸濁態セシウムの下流への移動の抑制、河口域における

河川からの供給の寄与等の解明が進んだ。環境条件の変化の影響にも留意しつ

つ、移行挙動の解明を引き続き進め、モデルに反映させることが今後の課題であ

る。 

「移行モデル」では、大気、陸域、海洋の媒体ごとの放射性セシウムの移動挙

動評価モデル群の整備と、実測値との比較による検証、精度向上が進んだ。大気

については、事故後初期の濃度データを基にしたモデル改良・精度向上、陸域に

ついては、河川水系での移動挙動や土壌層中での浸透過程の精緻化、海洋につい

ては、太平洋沿岸域・松川浦における海底堆積・集積の解析等が進展した。土壌

の深さ方向への移行、森林内での循環、市街地における移動、粒径毎の懸濁態セ

シウムの移動等の考慮や精緻化による移行挙動モデルの高度化が今後の課題であ

る。なお、当初計画以外にも、林野火災が発生した山域において、線量率分布、

林床被覆率、セシウムの流出率、下流河川水中の濃度などの調査を三機関が協力

して実施したことが特記される。 

「野生生物への影響把握」では、野生動物の体内放射性セシウム濃度の測定と

行動調査、低線量放射線による生物影響の評価指標の開発が進められた。イノシ

シ等の体内セシウム濃度の実測から、種差、季節変動、食行動の影響等が見られ

ること、行動圏調査では、避難指示区域内でイノシシの行動圏が大きく、農地に

シフトする傾向が見られることを明らかにしたほか、DNA損傷を定量的に検出で

きる植物等の開発、アカネズミやイボニシを対象とした影響の観察が進められ

た。 

「生態系管理手法等」では、帰還困難区域内外を対象とした生物相調査や土地

被覆の追跡を行い、無人化による生物の分布や景観構造の変化についての実態把

握が進められた。ほ乳類、鳥類、昆虫類、カエル類等の生物相調査の一部は WEB

公開されている。生物相の観察結果と土地利用データから、避難指示の影響を解

析し、個体群動態予測モデルを構築することが今後の課題である。 

総じて、所期の計画に沿って着実に調査研究が進展し、観測事実と科学的知見

の蓄積が進んでいるが、農林水産業の再興や帰還の判断等の地域のニーズに直接

応えるため、テーマや担当機関の壁をこえた成果の一層の統合が望まれる。 

Ⅳ 環境創造 

＜部門長：中田 俊彦（国立大学法人東北大学 教授）＞ 

環境創造部門では、福島県の地域環境を対象として、快適な生活空間のデザイ

ンを主眼として、これを実現すべく自然環境保全と災害マネジメントの仕組みづ
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くりを目的としてきた。地域社会の持続可能性に着目した研究アプローチは、国

連の持続可能な開発目標（SDGs、2015年）にも合致するまったく新しい取組であ

る。 

 フェーズ１前期では、福島の地域社会、経済活動、自然環境に関する膨大なデ

ータの調査、収集、分析から着手して、これらを統合型のデータベースとしてと

りまとめてきた。対象は、県内の広域区分から、市町村区分、コミュニティ等多

様であり、データ分析に十分な空間解像度を保持している。 

 フェーズ１後期では、研究の主眼は、データ分析に基づく地域環境のモデリン

グへと進化して、持続可能な社会システムをデザインし、その性能や価値を客観

的に評価する手法を開発している。新地町、三島町等県内の行政機関と共同した

実践的な研究プロジェクトも充実してきた。 

 また、災害環境マネジメントの確立には、化学物質を含む災害廃棄物の迅速な

実態把握と広域の処理体制と運用が基本となる。モノの特性理解と仕組みづくり

を連携する手がかりとして情報プラットフォームを開発して、災害時のオペレー

ション及び平時からの備えを担う地方公共団体が運用可能な機能を独自に構築し

ている。 

 以上、このように環境創造部門の研究活動は、大きな礎を築きつつあるといっ

ても過言ではない。フェーズ１の最終年度に向けて研究者に期待するのは、福島

を主眼として得られる研究成果は、福島に貢献できるだけでなく、地域構造の異

なる他地域へも応用可能であるということである。地域研究の構成は二階建てで

あり、一階区分は世界に通じる基盤となる研究手法やモデリング、マネジメント

力の開発であり、二階区分が地域社会の精緻なデータセットの整備となる。 

 この両者を同時にスタートしたチャレンジングな本部門は、グローバルな視点

とローカルな眼力を鍛える最初のレールを、未来に向けて敷くことができた。こ

れからは、地域研究こそ、現代社会の課題を解決するための最先端の研究であ

り、かつ持続可能な社会システムを実現する重大な使命を帯びていることを認識

して、次のゴールに向けてレールを延ばしていくことを大いに期待している。 

 

（３）情報収集・発信 

ア フェーズ１の事業成果 

Ⅰ モニタリングデータの収集・発信 

・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ウェブサイトを構築、公開した

（https://fukushima-kankyosozo.jp）。 

・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

(https://emdb.jaea.go.jp/emdb/)。また、県民や地方公共団体の関心に応じて、
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柔軟かつ容易なマップ作成を支援するツールや関連データを整備、公開した。

また、統合マップは、日本未来科学館に提供し、広く一般に公開された。 

・県内の学校、公園等の約 3,000箇所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、交流棟展示室における展示コンテンツによ

り公開した。当該展示コンテンツは、過去と現在のデータを比較することによ

り、生活空間における空間線量率の低減傾向について、交流棟来館者への知識

普及に寄与した。 

Ⅱ 調査研究成果の収集・発信 

・環境創造センターの調査研究成果に関連して、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。 

・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、論文出版、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発行、交流棟におけるポスター展示を行っ

た。 

・また、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

棟への視察受入、成果報告会及びサイエンスカフェ、ミニ講座、地域での出前

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(株)、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」を整備、運用した 

(http://f-archive.jaea.go.jp/index.php)。 

・関連研究機関の環境回復に関する研究の成果を Q&A方式で分かりやすく複数の

階層にまとめた知識ベースからなる「答えます みんなが知りたい福島の今 

―根拠情報 Q&A サイト―」を構築、公開した

(https://fukushima.jaea.go.jp/QA/)。 

・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シンポジウムを開催した。 

Ⅲ 環境回復・地域再生・環境創造に関する情報の収集・発信 
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・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。 

・ウェブサイトに県内の空間線量率、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持たせた。 

・交流棟展示室において、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。 

・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シンポジウムを開催した。［再掲］ 

Ⅳ 交流棟における取組 

・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、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

を行い、平成 28年７月のオープンから平成 30年３月末までに約 151,000人の

来館者を迎えた。 

・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。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。 

・関連機関への積極的な周知により、交流棟会議室等を活用した各種会議等が開

催された。 

イ フェーズ１の評価 

Ⅰ モニタリングデータの収集・発信 

県内他部局において実施している、空間線量率、大気・河川等一般環境中有害

物質等、農作物・加工食品の放射能検査、飲料水、イノシシ等野生鳥獣、廃棄物

処理施設排ガス・放流水等のモニタリング結果について収集・整理し、ウェブサ

イトで発信を開始することができた。 

今後は、県民等のニーズを踏まえて収集するモニタリングデータの拡張やグラ

フなど分かりやすい形式での情報提供が課題である。 

また、国や地方公共団体等の様々な組織が実施している放射性物質モニタリン

グのデータを収集・整理し、分かりやすい形式で JAEAの「放射性物質モニタリン
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グデータの情報公開サイト」において発信するとともに、当該モニタリングデー

タを用いてマップを作成するツールを開発し、公開することができた。 

交流棟展示室において、主に小学校児童等を対象に、リアルタイム線量計シス

テムにより収集された県内空間線量率データを発信し、リアルタイム線量計シス

テムによる県内空間線量率の監視体制について理解を深めるとともに、県内空間

線量率の県外・海外との比較、過去との比較により県内の現状理解を促進でき

た。 

Ⅱ 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は、学会や国際会

議、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は、学

会発表や論文出版、刊行物の発行、IAEA協力プロジェクト会合での発表、交流棟

でのポスター展示等により発信した。特に、一般向けには、ウェブサイトや「福

島原子力事故関連情報アーカイブ」、「答えます みんなが知りたい福島の今 ―

根拠情報 Q&Aサイト―」等によるインターネットを利用した情報発信、情報誌や

ニュースレター等の発行、交流棟展示コンテンツの更新等、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、環境創造セン

ターへの視察受入、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。さら

に、国や地方公共団体からの要請に応じて、情報の収集・分析・提供を行った。 

今後は、環境回復・創造に向けた取組を行っている関係機関等の間のネットワ

ーク形成について積極的に取り組むことが課題である。 

Ⅲ 交流棟における取組 

交流棟のオープンから平成 30年３月末までに 151,000人の来館者を迎え、展示

や体験学習などにより、放射線についての基礎知識や本県の現状に関する情報発

信を行った。初めて年度を通じた交流棟運営を行った平成 29年度においては、交

流棟来館者数の目標値である年間 80,000人を上回る約 99,000 人1 を達成した。 

また、来館者アンケートの結果において、県内外の幅広い方々にもっと来て欲

しい等、施設に関して高い評価をいただいた。 

一方で、県広報誌アンケート等の結果から、施設の知名度・認知度は低い傾向

が見られるため、交流棟周知及び来館促進のための取組を強化することが課題で

ある。 

 

（４）教育・研修・交流 

ア フェーズ１の事業成果 

Ⅰ 環境放射能等に関する教育 

                                                   
1 そのうち学校団体見学及び一般団体見学等による視察実績は 740団体 23,988人であった。 
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・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

を行い、放射線や環境の学習等に必要な備品等について整備を行った。また、

適宜、展示データの更新を行った。 

・小学校団体の交流棟展示室での展示見学学習プログラム（展示案内方法の統一

化、学習ノートの開発等）及び多目的会議室での体験研修プログラムを開発し

た。また、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。

その結果、小学校団体により展示を活用した学習活動が推進された（県内小学

校来館実績 平成 28年度：185校、平成 29年度：267校）。 

・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

（平成 23年度～平成 29年度：254回、約 22,000人参加）。 

・オープン記念イベント、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。また、自家用車

以外の交通手段として、平成 28年度は JR郡山駅と交流棟を結ぶシャトルバス

を運行し、平成 29年度からは JR三春駅から三春町町営バスを運行している。 

Ⅱ 環境の回復・創造に関する研修 

・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コースの講習会を、年度ごとの需要に応じ開催した。 

・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。 

・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、セミナー、ワークショップ等を実

施した。 

・地方公共団体、公民館また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、環境アドバイザー又は職員を講師として派遣する環境ア

ドバイザー派遣事業を実施した。当該事業により、地域等における自主的な環

境保全に関する研修会を支援し、地域等における環境保全意識を高めた。 

・放射線や環境に関して正しく説明することができる人材を育成し、県民全体に

知識を普及することを目的として、主に高校生及び大学生を対象としたサイエ

ンスコミュニケーター育成講座を実施した。 

・文部科学省の「国際原子力人材育成イニシアチブ事業」への協力として、福島

工業高等専門学校での講義、実習を実施した。 

・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

修生を受入れ（各年：約２週間、５～10名程度）、環境回復分野における人材

育成を実施した。 
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Ⅲ 県民・NPO・関係機関等との交流 

・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」を開催した。 

・ふくしまの環境保全活動推進を目的とした、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。 

・県民と研究成果を共有するためのバードデータチャレンジ、出前講座やサイエ

ンスカフェ、関連分野の研究者との連携に向けたセミナーを開催した。 

・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

ス屋台村など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。 

・交流棟における事業の円滑かつより発展的な運営を連携・協力して進めるた

め、科学博物館事業について豊富な経験と高度な知識を有する国立科学博物館

と包括協定を締結した。当該協定に基づき、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を開催し、また、国立科学博物館「シアター36

〇」５番組について環境創造シアターでの上映を開始した。 

・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

成等を目的として、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は、野生生物や生物多様性の普及啓

発を図るため、環境学習会や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においては、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ほか、NPOの活動拠点としても活用さ

れた。 

イ フェーズ１の評価 

Ⅰ 環境放射能等に関する教育 

福島第一原子力発電所の事故を受けて、県内の小中学校においては、県教育委

員会の方針の下、放射線等に関する基礎的な知識についての理解を深めること等

を目的とした教育（以下「放射線教育」という。）を推進しているところであり、

各学校における放射線教育を支援していくことを目的の一つとして、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

験学習プログラム・学習教材の開発を行った。 

平成 28年７月の交流棟オープン以降、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、平成 28年度は 185校、平成 29年度は

267校の県内小学校が交流棟見学を実施した。特に、平成 29年度は、県教育委員

会と連携・協力した市町村教育委員会や各学校への周知活動の成果として、県内

小学校全体の約６割に当たる 267校（11,515人）の見学があった。 
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また、学校向けアンケートの結果において、展示物や体験研修に対しては、子

供たちの興味、理解度及び充実度の観点から高い評価をいただいた。 

Ⅱ 環境の回復・創造に関する研修 

原子力災害に起因する風評や偏見・差別は、福島県の現状についての認識が不

足してきていることに加え、放射線に関する正確な知識や福島県における環境回

復・創造に関する取組等が十分に周知されていないことが主な原因と考えられ

る。そのため放射線に関する知識等の普及や環境回復・創造に求められる人材育

成に繋がる取組を推進することは重要であり、これまでに次の取組を行い、一定

の成果が得られた。 

・除染業務に従事する人材などの育成を目的とした除染講習会の開催 

・放射線に関する正確な知識の普及及び環境保全に対する意識醸成を目的とした

地方公共団体、公民館または各種団体が主催する講習会等への専門家（環境ア

ドバイザー、除染アドバイザー等）派遣 

・ 放射線に関する正確な知識が普及できる人材の育成を目的としたサイエンス

コミュニケーター育成講座の実施 

・放射線教育を通した環境回復分野の人材育成等を目的とした大学や高等専門学

校等への講義、実習 

・県内の学校教員や保護者等を対象とした「放射線に関するご質問に答える会」

の開催 

Ⅲ 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、各種会議の設置等により、オープンから平成 30年３月末までに約 151,000

人の来館者を迎え、地域住民や関係機関等を対象とした放射線等に関するリスク

コミュニケーション等の交流を図った。 

本県の環境回復・創造に向けて、NPO、研究機関、県内他部局等の様々な団体が

取組を行っており、それぞれが交流することにより、知見等が共有され、効果的

な取組が促進されることを期待し、これまでに次の取組を行った。特に、国立科

学博物館の科学全般に関するコンテンツの活用は、交流棟への来館促進や来館者

の科学への興味喚起に有効であった。 

・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、県内他部局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（科学コミュニケーションに取り組んで

いる団体であり、構成員は県内博物館・科学館、県試験研究機関等。事務局：

福島大学）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した。 

・科学博物館事業について豊富な経験と高度な知識を有する国立科学博物館と包

括協定を締結し、当該協定に基づいて国立科学博物館保有コンテンツによる企



－30－ 
 

画展を開催するとともに、国立科学博物館「シアター36〇」５番組の交流棟

「環境創造シアター」における上映を開始した。 

また、附属施設の野生生物共生センターや水環境センターにおいては、環境学

習会等の開催により、平成 28年 4月のオープンから平成 30年 3月までに、それ

ぞれ 3,684人、4,238人が来館し、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。 

 

（５）フェーズ１の総合的な評価 

環境創造センターは、放射性物質によって汚染された環境の回復・創造に取り組むた

めの総合的な拠点として新設され、福島県環境創造センター（以下「県センター」とい

う。）、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島環境安全センター（以下「原子力

機構福島センター」という。）及び国立研究開発法人国立環境研究所福島支部（以下「国

環研福島支部」という。）が、緊密な連携・協力の下、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。）に基づき、「モニタリング」、「調査研究」「情報

収集・発信」「教育・研修・交流」の４つの事業を推進している。 

中長期取組方針において定める 10年間の事業期間は３つのフェーズに区分され、フ

ェーズ１は平成 27年度から平成 30年度までとなっており、平成 30 年度を一つの区切

りとして評価を行い、その結果を踏まえて中長期取組方針の見直しを行うとともに、フ

ェーズ２以降の方針を策定することとされていることから、ここでは総合的な評価を

行うこととする。 

まず、モニタリング事業については、国の総合モニタリング総合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、福島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、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等に

応じ、適切な内容に見直しを行っていくことが課題ある。 

調査研究事業については、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つの分野の調査研究に取り組み、環境放射線の

測定、分析技術の開発、除染の評価や効果的な除染手法の確立、廃棄物の安全な管理、

減容化を含めた処理技術の開発、環境中及び野生生物への放射性物質の移行挙動の実

態把握、環境創生モデルの設計手法開発・評価等に一定の成果が得られ、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。今後は、開発された技術等をフィールド調査等で活用するとともに、特に環

境動態及び環境創造の分野に重きをおきつつ、引き続き４つの分野において調査研究

を進めることが重要である。 

情報収集・発信事業については、放射能検査に係る情報のポータルサイトとしての機

能や調査研究成果の発信機能を有するウェブサイトを構築・公開するとともに、研究成

果報告会や環境回復・創造に向けた取組を行っている研究機関等を招致した環境創造

シンポジウムを開催し、環境回復・創造に向けた取組を広く発信した。今後は、県民等

への分かりやすい情報発信及びセンターウェブサイトの情報量の改善が課題である。 

教育・研修・交流事業については、コミュタン福島における展示や県内小学校等への
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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するとともに、放射線や除

染に関する講演会や研修会の開催、環境教育フェスティバル等を通じた様々な団体の

交流機会を創出した。今後は、コミュタン福島における学習プログラムの見直し・新規

開発や県内外への PR の強化による来館促進を図るとともに、様々な機関・団体との交

流ネットワークを拡大していくことが課題である。 

平成 31年度からのフェーズ２事業方針の策定に当たっては、前記フェーズ１の成

果や課題に加え、廃炉の進展、帰還困難区域を除く生活圏除染の終了、中間貯蔵施設

や特定廃棄物埋立処分施設の整備による除去土壌等の輸送・搬入量の増加、風評払拭

に係る政府戦略におけるコミュタン福島の位置付け等、原子力災害からの時間経過に

伴う取り巻く社会情勢の変化を考慮して取り組む必要がある。 

 

 

５ 取り巻く社会情勢の変化（平成 27～30年度） 

 東京電力（株）福島第一原子力発電所の事故から約７年が経過し、福島の復興及び再生

が着実に進展した一方、新たな課題が生じるなど県内を取り巻く社会情勢は変化しつつ

ある。 

 具体的には、帰還困難区域を除く地域の生活圏除染がおおむね終了し、空間線量率は

低減傾向にあり、平成 29年４月には双葉町・大熊町を除いた計９市町村において、全て

の避難指示準備区域・居住制限区域の解除が実現した一方、生活環境の整備や産業の振

興、人口減少対策等の課題が山積している。また、中間貯蔵施設や特定廃棄物埋立処分施

設が整備され、除去土壌等や特定廃棄物等の輸送・搬入量は年々増加することが予定さ

れている。さらに、平成 29年に帰還困難区域で発生した林野火災のように、場所や時間

を問わず発生する高線量地域での自然災害への対応が求められている。 

 一方、福島第一原子力発電所の廃炉については、使用済燃料の取り出しに向けた準備

作業が進んでおり、平成30年中頃には３号機で取り出しが開始される予定である。また、

燃料デブリの取り出しについては、平成 29年９月の「中長期ロードマップ」の改訂によ

り、取り出し方針が決定されたところであり、平成 33年度内にいずれかの号機で取り出

しが開始される見込みである。また、トリチウム水の取扱いについては国の小委員会で

検討が進められている。 

 福島の復興及び再生を更に前に進めるため、平成 29年５月に福島復興再生特別措置法

が改正され、帰還困難区域の福島復興再生拠点整備に関する制度の創出やイノベーショ

ン・コースト構想の法定化などが盛り込まれた。また、風評被害が依然として県内全域に

及んでいることから、平成 29 年 12 月には政府関係省庁が「風評払拭・リスクコミュニ

ケーション強化戦略」をとりまとめた。 

 平成 29年６月に福島復興再生基本方針が改定され、国においては『福島県環境創造セ

ンターにおける福島県の環境回復及び環境創造への取組を支援する』こと、JAEA にお

いては『放射性物質に汚染された環境の回復のための調査及び研究開発を行う』こと及

び『森林、河川域などの広いフィールドを対象とした放射性物質の環境動態に関する研

究を行うとともに、その結果を基に放射線量の可視化と将来予測が可能なシステムを提

供するなど、調査・研究開発の実施とその成果の普及を図る』こと、NIES においては『被
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災地の環境回復と持続可能な地域環境の創出に貢献するため、福島県環境創造センター

を拠点として、汚染廃棄物・土壌の減容化・中間貯蔵等のための技術システム構築に向け

た研究、放射性物質の長期的な環境動態解明・環境影響評価と環境保全手法の構築のた

めの研究、環境資源をいかす地域創生型のまちづくり支援等を行う』ことが明記された。 

   

（１）モニタリング 

Ⅰ きめ細や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 

・生活圏における環境放射線は低減傾向にある。 

例：メッシュ調査における 0.2μSv/h未満の地点数の割合 

平成 23年８月＝39.9％ → 平成 26年５月＝72.6％ → 平成 29 年５月＝89.3％ 

・原子力規制庁では、空間線量率の時間的な変動が小さく安定してきていることを

踏まえれば、多くの地点で連続的に測定する必要性は低くなっている。可搬型モ

ニタリングポストによる福島県内全域の空間線量率を中長期的に把握するための

モニタリング体制は維持しつつ、リアルタイム線量測定システムによる測定につ

いては、今後は避難指示区域等を中心に継続する方針である。（環境放射線モニタ

リングの見直しについて（平成 28年２月、原子力規制庁） 

・原子力発電所事故から７年が経過し、空間線量率の低減、避難指示区域の解除、

生活圏除染の終了、除去土壌等の中間貯蔵施設への輸送、原子力発電所の廃止措

置等に向けた中長期ロードマップの改訂等の様々な社会情勢の変化を踏まえ、平

成 34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「福島県環境放

射能モニタリングの方針（平成 30年２月 28日）」を定めた。 

・避難指示が解除された地域では、住民帰還の促進や帰還した住民の安全・安心確

保のため、生活空間のきめ細かなモニタリングを充実強化する必要がある。ま

た、震災以降休止していた海水浴場の再開や試験操業海域の拡大などに対応した

モニタリングの拡充・強化が必要とされている。 

・福島県環境基本計画（第４次改定、平成 29年３月）では、「原子力発電所からの

放射性物質の放出を迅速に検知するため、モニタリングポストを増設するなど、

モニタリング体制を充実していきます。」としており、廃炉作業（使用済燃料や燃

料デブリの取り出しなど）やトリチウム汚染水の処理を行う場合における環境へ

の影響を監視するためのモニタリング体制について検討する必要がある。 

・原発事故後休止せざるを得なかった発電所周辺地域の環境試料（農畜産物等）の

調査については、事故の影響を長期的に監視するため再開する必要があるが、周

辺地域における営農再開の状況等を勘案しながら、市町村、農業関係者等と調整

する必要がある。 

・中間貯蔵施設及び特定廃棄物埋立処分施設について、県民の安全・安心を確保す

るため、各施設の稼働や施設への輸送に伴う環境への影響についてモニタリング

を継続する必要がある。 

・避難指示区域内での林野火災等、放射性物質の飛散が懸念される事故等が発生し

た場合には、速やかに環境放射能のモニタリングを実施する必要がある。 

Ⅱ 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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・県民により正確な情報を提供し、モニタリングデータの信頼性向上を図るため、

県における環境放射能モニタリングの中核的機関として、放射能測定器の校正

や、地方公共団体の調査分析機関の技能向上を図る必要がある。 

・「環境研究・環境技術開発の推進戦略について」（中央環境審議会答申、平成 27年

８月）において、「地環研（＝地方公共団体環境研究機関）は、地域の実情を熟知

し、地域に根ざした研究・技術開発の重要な担い手であり、地域の環境問題の解

決において大きな役割を果たす主体である。」とされている。 

・大気汚染防止法等の改正による排ガス中の水銀濃度規制の施行（平成 30年４月）

など、新たな規制物質の追加や測定方法の改正等に、速やかに対応する必要があ

る。 

・福島天然ガス発電所（新地町）が 2020年に、広野石炭ガス化複合発電所（広野

町）が 2021年にそれぞれ運転開始が予定されている。これら大規模火力発電所の

運転に伴う環境影響の調査（大気汚染物質の連続測定、大気及び土壌中の重金属

等の測定など）を実施する必要がある。 

・猪苗代湖及び流入河川のモニタリングは、中性化等の推移を長期的に把握するた

め、今後も継続して実施する必要がある。また、猪苗代湖の水質改善へ向けた効

果的な対策のための調査等について、調査研究事業と連携を図りながら引き続き

検討する必要がある。 

・水質事故、苦情、廃棄物不法投棄、鳥インフルエンザ発生に伴う防疫措置等の緊

急時には、原因の特定や環境への影響確認のため、速やかに調査分析を行う必要

がある。 

・化学物質については、PRTR法等による自主管理の枠組みが作られているが、多岐

にわたる化学物質の排出実態についての実測データは不足しており、県内の一般

環境中への排出量の比較的多い化学物質等について調査を検討する必要がある。 

・中間貯蔵施設等の環境モニタリングについては、土壌貯蔵施設や特定廃棄物埋立

処分施設の放流水中の水質汚濁物質や主要輸送路周辺地域の大気汚染など、環境

放射能以外のモニタリングも必要である。 

Ⅲ 緊急時環境放射線モニタリング体制の構築・運用 

・環境創造センターが代替 OFCに指定されていることから、万一の事態に備えて、

代替 OFCの設置訓練、更には代替 OFCを活用した緊急時モニタリングセンター

（EMC）活動訓練の実施を検討する必要がある。 

・原子力防災訓練等を通して、引き続き、緊急時モニタリング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必要がある。 

・福島県環境基本計画（第４次改定、平成 29年３月）では、「原子力発電所からの

放射性物質の放出を迅速に検知するため、モニタリングポストを増設するなど、

モニタリング体制を充実していきます。」としており、廃炉作業（使用済燃料や燃

料デブリの取り出しなど）やトリチウム汚染水の処理を行う場合における環境へ

の影響を監視するためのモニタリング体制について検討する必要がある。[再掲] 
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（２）調査研究 

Ⅰ 放射線計測 

・東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所の廃炉作業や、除染廃棄物

の処理処分等が周辺に与える影響の監視、及び緊急事態に対応するモニタリング

手法の開発が重要である。その中でも分析に時間がかかる核種の迅速分析や、廃

炉作業の状況に合わせた分析技術の確立が必要である。 

・環境中における線量率及び放射能濃度の分布を調査し、県民の安全・安心や、被

ばく線量の低減策等の検討に資することが必要である。 

・避難指示区域の解除に伴う住民の帰還に資するため、被ばく線量、セシウムの移

動等の調査結果や、これらについての精度の高い予測結果、さらに被ばくを低減

するための情報等が必要である。 

・平成 29年に浪江町で発生した林野火災のように、場所や時間を問わず発生する高

線量地域での自然災害への対応が課題となっている。 

・これまでの研究活動によって、新たな知見や技術の蓄積がなされた。今後は、こ

れらの知見を一般に周知していく活動や、技術をモニタリング、研究、災害対応

等へ適用していくことが重要である。 

Ⅱ 除染・廃棄物 

・福島県内の帰還困難区域を除く地域の生活圏除染はおおむね終了している。除染

の技術については、これまでに得られた知見によりガイドラインが整備されてい

る。除染の終了に伴い、市町村等が除染の実績や効果を公表する等、それぞれの

機関が取り組んできた成果がまとめられ、情報発信されている段階にある。 

・今後は、帰還困難区域における特定復興再生拠点区域の整備に伴う除染等が進め

られる。また、依然として県民の放射線に対する不安の声があり、今後の放射線

量や放射性物質による汚染状況についての情報等が求められるため、これら不安

に応えるための正確な情報発信が必要である。 

・福島県内で最大 2,200万 m3と推計される除去土壌等は、仮置場等から中間貯蔵施

設へ搬出された後、一部の汚染廃棄物等とともに中間貯蔵施設で保管され、中間

貯蔵開始後 30年以内に県外最終処分が完了される。また、そのほかの汚染廃棄物

は最終処分場等で処分される。 

・このような中、除去土壌等については、仮置場での保管や中間貯蔵施設への輸送

の本格化に伴う安全性の確保が引き続き求められるほか、仮置場における除去土

壌等の搬出後の原状回復、中間貯蔵の方法や貯蔵後の長期管理、県外最終処分に

向けた減容化技術や再生利用等の検討等が課題となる。また、汚染廃棄物等につ

いても、最終処分場での長期管理等、処理処分に対する技術的課題への対応が引

き続き必要である。 

Ⅲ 環境動態 

・避難指示区域の解除が進み、住民の帰還が始まったことで、知見のニーズが「帰

還できる被ばく線量か」から「安全にかつ安心して生活できるか」という生活に

影響するものへ変化している。今後は、県民の健康や安全・安心に資するため、

廃炉作業等による周辺環境の影響の有無にも留意しつつ、セシウムを中心とした
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環境中の放射性核種濃度測定とそれに基づく動態把握や野生生物生息状況等のき

め細やかなモニタリング、放射性セシウム濃度の将来予測・影響評価が課題とな

る。 

・環境中の放射性セシウム濃度や空間線量率の低下に伴い、一部の野生生物では体

内の放射性セシウム濃度に減少傾向が見られ、また、放射線の野生生物への直接

的な影響は年々出にくくなっている。しかし、依然として県民の野生生物への影

響を心配する声は残っている。 

・林野火災、洪水等の突発的事象の発生に伴う放射性セシウム動態の変化・周辺環

境への影響評価の実施や、新たな災害の発生に備えたこれまでの知見の整理が求

められている。 

Ⅳ 環境創造 

・今後の災害等に備えた災害廃棄物処理マネジメントや事前復興計画へのニーズが

ある。 

・健康リスクのより定量的評価、今後の災害等による化学物質排出・漏出の緊急モ

ニタリングが課題である。 

・福島県が設定した湖沼を含む公共用水域における水質目標の達成に向け、汚濁負

荷原因の解明に向けた研究の体系化と加速が求められている。 

・森林管理や農林水産物に対する風評被害防止が課題として未だ残っている。 

・特定復興再生拠点区域の整備に伴い、研究面からの支援が求められている。 

・イノベーション・コースト構想の実施等産業振興の拡充が予測される。それに伴

う人材育成も期待されている。 

・とりわけ、県民が安全に安心して生活する環境の整備のためには、引き続き環境

中の放射性物質のモニタリングや環境動態把握等、環境回復に関する知見を収集

するとともに、正確な情報発信が必要となっている。 

 

（３）情報収集・発信 

Ⅰ モニタリングデータの収集・発信 

・農林水産物等の放射能濃度や県内空間線量率の低減化等の状況変化に伴う県民等

ニーズの変化を勘案したモニタリングデータの発信手法の検討が課題となる。 

・除染事業については、住宅・公共施設の除染は終了し、局面は仮置場から中間貯

蔵施設への除去土壌等の搬出へと移行していることから、仮置場及び中間貯蔵施

設の周辺地域並びに搬出・運搬作業時等におけるモニタリングデータを発信して

いくことが必要となる。 

・環境放射能等の情報ニーズは依然高いと思われるため、ウェブサイトについて

は、環境放射能等モニタリングを実施している国内各機関との連携を拡大し、よ

り広範囲のデータを取得可能なポータルサイトにすることが必要となる。 

・2017年 4月に発生した浪江町を中心とする林野火災の環境影響に対し多くの関心

が寄せられたことから、林野火災時のモニタリングデータ等の緊急性の高い情報

を速やかに発信する体制の構築が必要となる。 

Ⅱ 調査研究成果の収集・発信 
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・東京電力(株)福島第一原子力発電所の事故から約７年が経過し、様々な研究機

関、大学等において実施されている環境回復・創造に向けた調査研究による成果

や知見は蓄積されてきており、それらの成果等を統合的に収集・発信することが

必要となる。 

・これまでに実施してきた調査研究成果を発信するイベント（サイエンスカフェ、

研究員による講座等）の成果や課題を踏まえた、より効果的な情報発信イベント

を検討することが必要となる。 

・環境創造センターにおける調査研究成果に関する情報を掲示するウェブサイトに

ついて、より多くの閲覧を得るための方策について検討する必要がある。 

Ⅲ 環境回復・地域再生・環境創造に関する情報の収集・発信 

・東京電力(株)福島第一原子力発電所の事故から約７年が経過し、様々な研究機

関、大学等において実施されている環境回復・地域再生・環境創造に関する調査

研究による成果や知見は蓄積されてきており、それらの成果等を収集・発信する

ことが必要となる。[再掲] 

・これまでに実施してきた調査研究成果を発信するイベント（サイエンスカフェ、

研究員による講座等）の成果・課題を踏まえた、より効果的な情報発信イベント

を検討することが必要となる。[再掲] 

・環境創造センターにおける調査研究成果に関する情報を掲示するウェブサイトに

ついて、より多くの閲覧を得るための方策について検討する必要がある。[再掲] 

Ⅳ 交流棟における取組 

・政府関係府省庁が平成 29年 12月にとりまとめた「風評払拭・リスクコミュニケ

ーション強化戦略」においては、交流棟は「放射線教育のために訪問すべき施

設」として位置づけられ、また、「教育旅行の行き先として復興のシンボルである

交流棟を紹介する施策」が掲げられているなど、交流棟における情報発信につい

ては、本県の風評払拭のための重要な役割を期待されている。 

・東京電力(株)福島第一原子力発電所の事故から約７年が経過し、様々な研究機

関、大学等において実施されている環境回復・地域再生・環境創造に関する調査

研究による成果や知見は蓄積されてきており、それらを広く共有するためのネッ

トワークの構築が求められる。 

・平成 32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、交流棟周知及び来館者促進の活動を積極的に

行う必要がある。 

 

（４）教育・研修・交流 

Ⅰ 環境放射能等に関する教育 

・県内学校における放射線教育については、各学校現場において実施されてきてい

るところであるが、担当教諭の経験不足等が要因となり、学校によっては放射線

教育への対応について苦慮している状況である。[再掲] 

・そのような状況の中、交流棟における放射線に関する学習については、放射線教

育のための一つの手段としての役割を担ってきている。 
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・原子力災害からの環境回復が着実に進む中で、環境に配慮した復興の取組や持続

可能な地域環境づくりが一層重要性を増しつつある。更には、国内外において地

球温暖化対策や持続可能な開発目標 SDGsへの取組が求められつつある中で、県内

においても環境教育の必要性が高まっている。[再掲] 

・交流棟が開所した平成 28年度の小学校団体の来館は 185校であり、平成 29年度

には 267校まで増加していることからも分かるように、県内学校における放射線

教育への対応としての交流棟での学習への期待は大きくなっている。 

・また、政府関係府省庁が平成 29年 12月 12日にまとめた「風評払拭・リスクコミ

ュニケーション強化戦略」において、交流棟は「放射線教育のために訪問すべき

施設」として位置づけられ、また、当該戦略において「教育旅行の行き先として

復興のシンボルである交流棟を紹介する施策」が掲げられているなど、交流棟に

おける事業については、本県の風評払拭のための重要な役割を期待されていると

ころであるが、県外における交流棟の認知度は非常に低い状況であり、今後、県

外への効果的な PR活動が求められている。 

Ⅱ 環境の回復・創造に関する研修 

・平成 29年４月までに、帰還困難区域を除くほとんどの地域で避難指示が解除さ

れ、帰還困難区域を含む町村においては、特定復興再生拠点区域の復興再生計画

が認定され、復興再生に向けた取組が進められている。 

・除染事業については帰還困難区域を除く地域の生活圏除染がおおむね終了し、局

面は、除去土壌等の仮置場から中間貯蔵施設への搬出へと移行している。[再掲] 

・原子力災害からの環境回復が着実に進む中で、環境に配慮した復興の取組や持続

可能な地域環境づくりが一層重要性を増しつつある。更には、国内外において地

球温暖化対策や持続可能な開発目標 SDGsへの取組が求められつつある中で、県内

においても環境教育の必要性が高まっている。[再掲] 

・これらの社会情勢の変化に伴い、県民等ニーズも変化することが想定され、県民

等にとって必要な情報について調査・分析し、研修内容、人材育成プログラムを

必要に応じて変更することが求められる。 

Ⅲ 県民・NPO・関係機関等との交流 

・交流棟が開所した平成 28年度の小学校団体の来館は 185校であり、平成 29年度

には 267校まで増加していることからも分かるように、県内学校における放射線

教育に関して交流棟での学習の期待は大きくなっている。[再掲] 

・また、政府関係府省庁が平成 29年 12月 12日にまとめた「風評払拭・リスクコミ

ュニケーション強化戦略」において、『「コミュタン福島」をはじめとした放射線

教育関連施設への訪問の促進』や『復興のシンボルとして「コミュタン福島」（放

射線教育）等を紹介する』ことが明記されるなど、交流棟における事業について

は、本県の風評払拭のための重要な役割を期待されている。[再掲] 

・交流棟の適切な運営を継続的に実施していくため、県民等の運営参画による交流

推進や運営スタッフ人員の補強の観点から、交流棟ボランティアスタッフの活用

は極めて有効な手段であり、ボランティアスタッフの育成が課題となっている。 
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６ フェーズ２の事業方針（平成 31～33年度） 

 震災発生・原子力発電所事故から７年が経過する中、避難指示区域の解除が進み、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。 

 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、また、講じ

られる措置の内容等について国内外に向けた継続的かつ正確な情報提供が行われること

が不可欠である。 

 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、避難

地域の再生、風評・風化対策、廃炉・汚染水対策、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て科学的

知見の充実を図るとともに、安全性等に関する正確な情報発信や環境に関する教育・研

修、社会との交流等の取組についても、NPO、研究機関、県内他部局等と協力しつつ、

モニタリング、調査研究、情報収集・発信、教育・研修・交流の４事業が連携して粘り強

く進める。 

 

（１）モニタリング 

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、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。 

また、平成 34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２月 28日）」に基づき、原子力

発電所周辺地域においては、廃炉作業に対するモニタリングやトリチウムのモニタ

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。 

 さらに、きめ細かなモニタリングを実施するために、調査研究成果、県民や地方

公共団体等のニーズ、専門家の意見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の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、福島県庁関係課が定める計画に

基づき着実に実施し、環境の保全・創造及び県民の安全・安心に寄与する。 

さらに、中間貯蔵施設等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、調査研究事業との連携により猪苗代湖の

水質改善の対策を行うための調査等を実施する。 

③ モニタリングデータの一元管理、解析・評価 
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 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。 

 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、原子力防災訓練や代替 OFC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。 

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出来るよう、体制の構築・運用に取り組む。 

 

（２）調査研究 

フェーズ２では、これまでの事業成果及び社会情勢の変化を踏まえつつ、放射性物

質に汚染された環境の回復及び新たな環境の創造に資するため、環境動態や環境創造

の分野に重きを置きつつ、より一層分野間、機関間で連携しながら、引き続き４つの

分野において調査研究を進める。具体的には、県土の環境回復に資するため、長期的

な放射性物質の環境動態や環境影響評価に関連した研究を中心としつつ、分析手法の

開発・高度化、除去土壌や汚染廃棄物等の保管、減容、再生利用及び処分に関する調

査研究等に取り組む。また、新たな環境の創造に向けて、環境資源を生かした地域創

生型のまちづくり、災害に強い社会の構築、猪苗代湖の水環境に代表される、県の自

然環境の保全等に関する調査研究等に取り組む。これらについて、例えばフェーズ２

で重きを置く環境動態及び環境創造の分野において、同じフィールドを対象に調査研

究を行う等の具体的な連携も検討する。さらに、当初計画以外にも林野火災、洪水等

の自然災害といった突発的事象の発生に対しては、放射性セシウム動態の変化・周辺

環境への影響評価といった、県民の安全や安心に資する調査研究に柔軟かつ積極的に

取り組む。 

これら調査研究を効果的に推進するため、フェーズ１で研究開発された技術等をフ

ィールド調査等で有効に活用するとともに、引き続き国内外の機関等と連携して研究

を進める。さらに、得られた成果がより社会に還元されるよう、調査研究事業以外の

事業や行政機関等との緊密な連携を強化するとともに、情報伝達手法の検討等も行い

ながら、県民はもとより国内外への積極的な情報伝達・情報発信を推進する。 

このような調査研究事業の方針のもと、構成する４つの分野において以下の調査研

究に取り組む。 

① 放射線計測 

 福島第一原子力発電所における事故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処分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の帰還に資するため、被ばく線量、放射
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性物質の移動等に関する調査結果、これらについての精度の高い予測、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・検討した技術の用

途や分析試料に応じた最適化、測定結果の妥当性検証及び更なる技術の高度化等に

ついて、廃炉措置の進展状況等の社会動向を見極めながら取り組む。また、測定結

果の提示方法として、様々な放射線モニタリング結果の統合化、分かりやすい表示

方法の改良に取り組む。さらに、被ばく線量の評価手法・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、高度化に取り組むとともに、

新たなモデル開発も進める。 

これら取組は、環境動態分野をはじめとした他の分野、モニタリング事業をはじ

めとした他事業において展開・活用を進めながら行う。また、災害等の緊急時にお

いても、各分野、各事業等と連携しながら周辺環境への影響把握に取り組む。 

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生活圏除染がおおむね終了し、避難

指示解除後に帰還を検討している県民の放射線に対する不安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、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

処理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等、処理処分に対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、地方公共団体等からの要請

に応じた除染シミュレーション等を行うほか、除染後の陸域・陸水域における放射

性物質の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検討、仮置場にお

ける除去土壌等の長期保管に伴う資材耐久性評価等を踏まえ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・再生利用に資するため、中間貯蔵施設に

おける放射性核種の挙動把握と適正処理技術の確立、廃棄物最終処分場における放

射性セシウム挙動把握、放射性物質による汚染地域で発生する廃棄物・副産物の処

分・再利用をリスクに応じて合理的に選択するツールの開発、さらには放射性セシ

ウムを適正に処理可能な再生可能エネルギー技術の開発等、除去土壌等や汚染廃棄

物等の保管・中間貯蔵及びこれらの減容・再生利用・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、環境創造分野における被災地復興支援の取組と連携するほか、情報発

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
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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

成メカニズム等による放射性セシウム動態の詳細把握、放射線計測分野と連携した

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。得

られた知見を活用し、移行モデルにおいて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、これら成果を基

に、野生生物に課されている規制解除方法の検討、土地利用変化等の人為影響や自

然災害等による影響の評価・予測研究、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、放射線計測分野での開発技術の活用や環境創造分野による被災地

復興の取組と連携するほか、情報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、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実現に向けて、環境に配慮した環境保全・まちづくり研究、災

害に備えた社会づくり等の研究を引き続き行い、被災地の環境回復と持続的な地域

環境の創出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

改良等を行うとともに、強靭な社会づくりとして、災害廃棄物の適正処理や化学物

質等による環境リスクの管理を行うための技術やシステム、行政的なマネジメント

手法の開発、検証及び人材育成等を行う。また、自然豊かな社会づくりの実現とし

て、猪苗代湖内の物質フロー、ストック等の量的評価、森林・生態系管理手法確立

に関する取組を進める。さらに、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、正確でわかりやすい情報発信手法の検

討等に取り組む。 

また、これら取組は、環境動態分野をはじめとする他の分野、情報発信事業をは

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。 

 

（３）情報収集・発信 

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、

国内各機関が有するデータを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など、県民等が分かりやすい形で利用できるような情
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報発信を行う。併せて、風評払拭のため、空間線量率等のモニタリングデータの推

移を県外に向けて分かりやすい形で情報発信する。 

 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、林野火災など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、その他の研究機関、大学

等における調査研究成果等を幅広く収集するとともに、調査研究事業と強く連携し

つつ体系的に整理する。 

 また、調査研究事業による情報伝達手法の検討等の成果を活かしつつ、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、交流棟展示物への応用、

ウェブサイトの拡充等により、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。 

 さらに、サイエンスカフェや出前講座の開催等により、県民と環境創造センター

研究員との対話・交流機会を創出し、調査研究成果の効果的・直接的な発信に努め

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、きめ細やかな情報収集を行う

とともに、シンポジウムの開催等により、大学等研究機関や NPO 等の取組状況や成

果等を幅広く収集するとともに、調査研究事業と強く連携しつつ体系的に整理す

る。 

また、自然環境や地域経済、災害対応等に関して、社会的情勢や県民意識等の変

化に対応したシミュレーション及び将来予測等を実施し、国内外に広く発信する。 

④ 交流棟における取組 

交流棟においては、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、取り巻く社会情勢の変化、特に廃炉措置の進展に対応し

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、国内外において、地球温暖化や持続可能な開発目標 SDGs への取組が求めら

れつつある中で、県内においても環境教育の必要性が高まっていることから、パリ

協定や SDGs等の世界的な取組に関する展示物の検討を行う。 

 県内外からの交流棟への来館者を促進させることにより福島県の風評払拭を図る

ため、学校や教育委員会、旅行代理店等への PR活動を積極的に行い、魅力ある施設

運営を進める。特に、平成 32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。 
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 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、多目的会議室等を活用し、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。 

 

（４）教育・研修・交流 

① 環境放射能等に関する教育 

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」に沿った展示・体験用設備の充実を図

るとともに、来館者の意見や学校等の要望、廃炉の進捗状況等を踏まえて、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、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、調査研究成果の応用、アンケートによる理解度確認・意識調査の

実施等、柔軟な事業展開を図る。 

さらに、県内外からの交流棟来館を促進させることにより福島県の風評払拭を図

るため、県内外の学校や教育委員会、旅行代理店等への PR活動を強化するととも

に、魅力ある施設運営を進める。 

② 環境の回復・創造に関する研修 

環境回復・創造に従事する人材育成のための実務的な講習会や研修を実施すると

ともに、放射線に関する情報・知識の普及や原子力災害による環境・社会影響に対

する理解促進及びコーディネータ等の人材育成のため、モニタリング事業・調査研

究事業とも連携して、地方公共団体や地域企業、NPO等を対象とした講習会等を実

施する。 

 また、経験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。 

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、モニタリング事業や調査研究事業等と連携してワー

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開催・誘致を行

うとともに、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、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。 


