
フェーズ１事業成果を踏まえたフェーズ２事業の方向性（モニタリング事業）（素案）

H27.4 H31.4 H34.4H29.4H28.4 H30.4（現在） H32.4 H33.4
集中復興期間 復興・創生期間

福島復興再生基本方針の改定
センター開所 帰還困難区域を除く

避難指示区域の解除
計画に基づく
生活圏除染の終了

東京オリンピック・パラリンピックの開催

フェーズ１（Ｈ２７～Ｈ３０） フェーズ２（Ｈ３１～Ｈ３３）（取り巻く社会情勢の変化）（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

② 環境放射能等モニタリングデータの一元管理、解析・評価

③ 緊急時環境放射線モニタリング体制の構築・運用

・総合モニタリング計画に基
づく放射線の測定等の実施

・リアルタイム線量測定シス
テム等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
タリング等の充実・強化

・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

・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

・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検討

・総合モニタリング計画及び発電所周辺
モニタリング計画に基づくモニタリン
グを着実に実施した。

・全県モニタリングでは、空間線量率の
低減状況等に応じ、市町村の要望等も
踏まえて見直しを行った。

・発電所周辺モニタリングでは、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・強化を行った。

・林野火災への対応など、県民ニーズに
沿ったモニタリングを実施した。

・代替OFCに指定された交流棟に緊急
時用発電機を整備した。

・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
技能向上を行った。

・帰還困難区域内での林野火災において、
環境放射能モニタリングを行った。

・中間貯蔵施設等の稼働や施設への輸送
に伴う環境影響についてモニタリング
を継続する必要がある。

・帰還促進や帰還した住民の安全・安心
確保のためのモニタリングを充実・強
化する必要がある。

・福島県は、平成34年度までの5年間を
見据えた中長期的な方針である「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）」を定めた。

・代替OFCの設置訓練、活動訓練を実施
する必要がある。

・原子力防災訓練等により、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。

・原子力発電所の廃炉措置による環境影
響を監視するためのモニタリング体制
を構築する必要がある。

・総合モニタリング計画及び発電所周辺モ
ニタリング計画に基づくモニタリング等
を引き続ききめ細かに実施する。

・「福島県環境放射能モニタリングの方
針」に基づき、総合的な見直しを行いつ
つ、県民の安全・安心の確保に資するモ
ニタリングを実施する。

・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
モニタリングを実施する。

・原子力防災訓練等により、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。

・原子力発電所の廃炉措置の進展を踏まえ、
モニタリング体制の充実・強化を行う。

資料１－２

特定復興再生拠点区域に
おける避難指示の解除開始
（目標：H34.4～）センター整備概要の公表

・環境放射能モニタリング
データの一元管理

・調査研究事業と連携した
データの解析・評価

・測定器の定期的な校正、測
定方法を含めた精度管理体
制の構築

・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
基づき着実に実施した。

・環境汚染事故緊急時における調査分析
及び鳥インフルエンザに伴う防疫措置
時の分析体制整備を行った。

・中間貯蔵施設等については、大気汚染
や水質汚濁等の環境モニタリングも実
施する必要がある。

・新規に計画されている大規模火力発電
所の運転開始に伴う大気汚染等の環境
影響の調査を実施する必要がある。

・データの信頼性向上を図るため、放射
能測定器の校正や、県内の調査分析機
関の技能向上を図る必要がある。

・モニタリング結果を空間線量率マップ
等により速やかに公表した。

・校正棟を整備し、県内各機関が所有す
るサーベイメータ等の校正を実施した。

・一般環境中における有害物
質等のモニタリング及び
データの一元管理

環境放射能モニタリング
・モニタリング結果については、引き続き速
やかに公表するとともに、より分かりやす
いものとなるよう適宜改善する。

・データの信頼性の向上を図るため、校正事
業や精度管理事業を引き続き実施する。

一般環境中における有害物質等のモニタリング
・大気汚染・水質汚濁等に関する調査分析を
計画に基づき引き続き着実に実施するとと
もに、データ等の管理、解析・分析を適確
に行う。

・中間貯蔵施設等の稼働や大規模火力発電所
の運用に伴う大気汚染等の環境調査等に取
り組む。

フ
ェ
ー
ズ
３
（
Ｈ
34
～
Ｈ
36
）
以
降



フェーズ１事業成果を踏まえたフェーズ２事業の方向性（調査研究事業）（素案）

H27.4 H31.4 H34.4H29.4H28.4 H30.4（現在） H32.4 H33.4
集中復興期間 復興・創生期間

福島復興再生基本方針の改定
帰還困難区域を除く
避難指示区域の解除

計画に基づく
生活圏除染の終了

東京オリンピック・パラリンピックの開催

フェーズ１（Ｈ２７～Ｈ３０） （事業成果）

① 放射線計測

② 除染・廃棄物

③ 環境動態

④ 環境創造

・分析手法の開発

・測定技術の開発

・測定結果の提示方法

・被ばく線量の評価手法・モ

デル開発

・除染・移動抑制技術の開発

・除染効果評価や環境影響評

価

・減容化技術の開発・高度化

・廃棄物等の管理手法・適正

処理処分技術の開発

・移行挙動評価

・移行モデル

・野生生物への影響把握

・生態系管理手法等

・環境に配慮した社会づくり

・災害に強い社会づくり

・美しいふくしまの創造

・左記の４つの中区分に該当する合計13
テーマについて調査研究に取り組んだ。

・これらの調査研究の成果は、行政及び
民間の放射線対策の活動に繰り入れら
れた他、更なる調査研究の礎となる研
究成果を得た。

・河川や農業用水路等における除染手法
の整理や移動抑制技術の開発、住宅除
染における除染効果の評価等を行った。

・除去土壌の磁気分離技術や汚染廃棄物
等の熱的減容化技術等の開発・高度化、
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。

・環境動態研究の４つの課題において、
移行挙動の実態把握、モデル化、野生
生物への影響把握、生物相への影響把
握に取り組んだ。

・放射性セシウムの動態を把握し、モデ
ル化を行うと共に、野生生物の現状や
影響の実態に関する知見を得た。

・地域統合評価モデルや将来社会シナリ
オの例を構築し、福島県新地町や三島
町に適用した。

・災害廃棄物処理に係る参加型研修手法
を自治体と共同開発した。

・猪苗代湖での底層DO等の連続観測を
実施し、現在の水環境を評価した。

・福島第一原子力発電所の廃炉及びその
諸作業は未だ途上であり、また、状況
も変化している。

・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、精度の高い今後
の予測結果、被ばく低減等に関する正
確な情報等が必要である。

・県内の帰還困難区域を除く生活圏除染
は概ね終了し、今後は特定復興再生拠
点区域の整備に伴う除染が課題となる。

・除去土壌等については、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。

・帰還の開始により、県民ニーズが生
活の安全・安心に影響するものへと
変化している。

・突発的事象に伴う放射性セシウムの
動態変化・影響評価の実施や、新た
な災害に対する知見の整理が求めら
れている。

・将来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。

・森林管理や農林水産物に関する風評被
害防止が課題である。

・県が設定した水質目標達成に向け、汚
濁負荷原因の解明に向けた研究の体系
化と加速化が求められている。

・知見の一層の集積と精緻化のため、引き
続き放射性セシウム動態の詳細把握や評
価等に取り組む。

・モデル等の構築・高度化を進め、生活環
境・生態系への放射能汚染の直接・間接
の影響評価等と、成果の応用を環境創造
部門と連携して行う。

・廃炉作業の進展状況等に合せた監視・測
定手法の高度化等を進める。

・避難住民の帰還に資するため、放射性物
質の分布を把握し、将来予測を行う。

・成果を一般に周知するとともに他部門へ
の展開を進め、そこから新たに得られた
知見を基に、技術の高度化・最適化を行
う。

・将来シナリオ開発やエネルギー事業支援
研究を進め、一般に活用可能な手法の開
発を行う。

・災害廃棄物等のマネジメントに係る技術
や手法について検証・評価する。

・猪苗代湖内の物質収支に着目した研究を
進める。

・特定復興再生拠点区域等における空間線
量の将来予測や陸水域における放射性物
質の蓄積傾向の把握を行いつつ、効果的
な放射性物質対策を検討する。

・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
に関する調査研究を進める。

資料１－２

センター開所 特定復興再生拠点区域に
おける避難指示の解除開始
（目標：H34.4～）センター整備概要の公表

フェーズ２（Ｈ３１～Ｈ３３）（取り巻く社会情勢の変化）

フ
ェ
ー
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３
（
Ｈ
34
～
Ｈ
36
）
以
降



フェーズ１事業成果を踏まえたフェーズ２事業の方向性（情報収集・発信事業）（素案）

H27.4 H31.4 H34.4H29.4H28.4 H30.4（現在） H32.4 H33.4
集中復興期間 復興・創生期間

福島復興再生基本方針の改定
帰還困難区域を除く
避難指示区域の解除

計画に基づく
生活圏除染の終了

東京オリンピック・パラリンピックの開催

フェーズ１（Ｈ２７～Ｈ３０） （事業成果）

① モニタリングデータの収集・発信

② 調査研究成果の収集・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

④ 交流棟における取組

・国内外のモニタリングデー
タの収集整理

・県民等が分かりやすい形で
利用できる情報発信体制の
構築

・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

・環境創造センターの調査研
究成果及び関係する調査研
究成果の収集

・国内外への発信
・来館者と職員との対話・交
流による情報発信機会の創
出

・本県の環境回復・地域再生
状況に関する一元的・網羅
的な情報の収集・発信

・本県の環境創造に関する情
報の収集・発信

・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関
する県民等への情報発信

・福島県を拠点とした国際的
な研究ネットワークの構築

・交流棟での学会等の開催

・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。

・各種モニタリング結果を一元的に集約
し、分かりやすい形で公開した。

・県内3,000箇所の空間線量率データを
過去データと比較できる形で交流棟で
公開した。

・ＩＡＥＡ協力プロジェクトによりセン
ターの調査研究成果を発信し、国内外
専門家の調査研究成果を収集した。

・センターの調査研究成果を学会やウェ
ブサイト等で発信した。

・交流棟での研究成果報告会、サイエン
スカフェ等により情報を発信した。

・交流棟において、除染の進捗や避難地
域の変遷等の福島県の環境回復・地域
再生状況を発信した。

・環境回復・創造に向けた取組を行う研
究機関、ＮＰＯ等を招致し、環境創造
シンポジウムを開催した。

・研究成果報告会、サイエンスカフェ、
体験研修等により情報発信を行い、来
館者数15万人を達成した。

・交流棟において、ＩＡＥＡ協力プロ
ジェクト会合、国際ワークショップ、
各種会議を開催した。

・引き続き、モニタリングデータの着実な
収集・発信を行う。

・国内各機関との連携を拡大し、より広範
囲なデータを取得可能なポータルサイト
へと再構築する。

・視覚的に分かりやすい情報発信等を行う。
・緊急性の高いモニタリングデータを速や
かに発信できる体制を構築する。

・引き続き、学会や研究成果報告会等の多
様な手段により調査研究成果を発信する。

・ウェブサイトについて、より分かりやす
い情報発信を工夫するとともに、閲覧者
数を増やすための方策を講じる。

・市民講座の開催等を通じた県民との対
話・交流の機会を創出する。

・引き続き、県民の安全・安心に資する情
報を細やかに収集し発信する。

・自然環境、地域経済、災害対応等に関す
るシミュレーション・将来予測を実施し、
県内外に広く発信する。

・シンポジウムの開催等により、幅広い情
報の収集・発信を行うとともに、得られ
た情報を体系的に整理する。

・県教育委員会等と連携して県内全小学校
の交流棟の学習利用促進活動を実施する。

・福島県を拠点とした国内外のネットワー
クの構築のため、国際会議や学会等を誘
致する。

・調査研究成果や社会情勢の変化に対応し
た展示更新や体験研修プログラムの作成
を行う。

・県内の帰還困難区域を除く生活圏の除
染は概ね終了したことから、仮置場や
中間貯蔵施設に関連するモニタリング
データの発信が必要である。

・環境放射能等の情報ニーズは依然高い
状態である。

・林野火災等の緊急時に備えた情報発信
体制の構築が必要である。

・センターの調査研究成果を発信する
ウェブサイトについて、より多くの閲
覧者を獲得する工夫が必要である。

・これまで実施した報告会やサイエンス
カフェ等の課題を踏まえ、より効果的
な情報発信イベントを実施する必要が
ある。

・福島第一原子力発電所の事故から約7
年が経過し、大学等研究機関における
環境回復・創造に向けた調査研究の成
果や知見が蓄積されており、それらを
収集・発信することが必要である。

・「風評払拭・リスクコミュニケーショ
ン強化戦略」において『放射線教育の
ために訪問すべき施設』として交流棟
が位置付けられた。

・大学等研究機関における調査研究の成
果や知見について、広く共有するため
のネットワークの構築が必要である。

資料１－２

センター開所 特定復興再生拠点区域に
おける避難指示の解除開始
（目標：H34.4～）センター整備概要の公表

フェーズ２（Ｈ３１～Ｈ３３）（取り巻く社会情勢の変化）
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ェ
ー
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３
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～
Ｈ
36
）
以
降



フェーズ１事業成果を踏まえたフェーズ２事業の方向性（教育・研修・交流事業）（素案）

H27.4 H31.4 H34.4H29.4H28.4 H30.4（現在） H32.4 H33.4
集中復興期間 復興・創生期間

福島復興再生基本方針の改定
帰還困難区域を除く
避難指示区域の解除

計画に基づく
生活圏除染の終了

東京オリンピック・パラリンピックの開催

フェーズ１（Ｈ２７～Ｈ３０） （事業成果）

① 環境放射能等に関する教育

② 環境の回復・創造に関する研修

③ 県民・NPO・関係機関等との交流

・「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

・フォローツールとしての学
習ノートの作成

・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
立案

・除染業務に従事する人材育
成のための講習会や研修の
実施

・環境回復・創造に関する知
識普及に資するコーディ
ネータ育成のための自治体
向け研修の実施

・災害環境分野に関する人材
育成プログラムの実践

・県民やNPO等の交流の場・
機会の提供

・ワークショップや講演等を
とおした来館者と職員等と
の交流

・他機関連携による企画・イ
ベント・広報等の実施

・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

・「放射線に関する指導資料」に沿って
展示製作、備品整備を行った。

・展示見学学習及び体験研修のプログラ
ムを開発した。

・小学校団体により学習活動が実施され
た（H29年度実績：267校）。

・「放射線に関するご質問に答える会」
を実施した（H23～H29年度実績：
254回）。

・ワークショップやクイズラリー等の来
館促進企画を実施した。

・除染従事者講習会を毎年開催した。
・化学物質リスクコミュニケーション推
進のためのセミナー、ワークショップ
等を開催した。

・環境アドバイザー派遣事業を実施した。
・大学や高専で講義、実習等を実施した。
・研修生受入による人材育成を行った。

・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。

・ふくしま環境活動支援ネットワークの
構成団体や高校生による環境教育フェ
スティバルを交流棟で開催した。

・県民と研究成果を共有するため、出前
講座やサイエンスカフェ等を開催した。

・ふくしまサイエンスぷらっとフォーム
に参画した。

・国立科学博物館と包括協定を締結した。
・ボランティアスタッフ育成講座を実施
した。

・「風評払拭・リスクコミュニケーショ
ン戦略」において『放射線教育のため
に訪問すべき施設』として交流棟が位
置付けられた。

・県内学校における放射線教育への対応
として、交流棟での学習への期待は大
きい。

・県外における交流棟の認知度は非常に
低い状況であり、県外への効果的な
PR活動を行う必要がある。

・除染事業については帰還困難区域を除
く生活圏除染は概ね終了し、原子力災
害からの環境回復が着実に進んでいる。

・県民等が必要とする情報について調
査・分析し、研修や人材育成のプログ
ラムに反映する必要がある。

・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
められている。

・「風評払拭・リスクコミュニケーショ
ン戦略」において『放射線教育のため
に訪問すべき施設』として交流棟が位
置付けられた。

・交流棟を適切に運営するため、県民等
の運営参画による交流推進やスタッフ
人員補強の観点から、交流棟ボラン
ティアスタッフの育成が必要である。

・県民にとって魅力的なイベントの企画運
営により来館者を促進し、放射線や福島
の環境に関する知識普及を効果的に進め
る。

・来館者や学校等の要望を踏まえ、展示見
学学習プログラムや体験研修プログラム
の見直しや新規開発を行う。

・福島県の風評払拭を図るため、県外の学
校や教育委員会、旅行代理店等へのPR活
動を強化する。

・環境に配慮した復興に向けた取組に関す
る研修会や講演会等を支援する。

・引き続き実施する研修や人材育成につい
ては、参加者の意見や社会情勢の変化を
踏まえた見直しを行い、福島県の現状を
正しく伝える。

・災害時の廃棄物管理・環境管理のための
人材育成や、災害時の経験を伝え活かす
ための情報共有に資する取組を行う。

・交流棟を活用した交流の場を提供できる
よう、NPO等とのネットワークを構築す
る。

・放射線等に関する知識の普及や理解促進
のため、ワークショップやセミナー等を
積極的に開催し、県民等との交流を推進
する。

・交流棟を適切に運営するため、県民等の
運営参画による交流推進やスタッフ人員
補強の観点から、交流棟ボランティアス
タッフを育成する取組を継続する。

資料１－２

センター開所 特定復興再生拠点区域に
おける避難指示の解除開始
（目標：H34.4～）センター整備概要の公表

フェーズ２（Ｈ３１～Ｈ３３）（取り巻く社会情勢の変化）
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