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環境創造センター県民委員会議事録 

 

日時：平成３０年７月９日（月）午後１時～ 

場所：環境創造センター本館２階 大会議室 

 

議事 

（１） 環境創造センター中長期取組方針フェーズ１事業評価及びフェーズ２事業方針環境創造セ

ンターフェーズ１事業評価について 

（２） 環境創造センター中長期取組方針の改定等について 

 

○松本主査 

  定刻となりましたので、ただいまから環境創造センター県民委員会を開会します。私は、本日

の司会を務めさせていただきます、環境創造センター総務企画部企画課の松本と申します。よろ

しくお願いいたします。 

  それでは、開会にあたり、環境創造センター所長の角山より御挨拶を申し上げます。 

 

○角山所長 

  環境創造センター県民委員会の皆様、御挨拶させていただきます。座らせていただいて御挨拶

させていただきます。 

県民委員会の委員の皆様には、日頃より環境回復・創造に向けた当センターの取組に関して、

御理解と御協力を賜り本当にありがとうございます。 

当センターではモニタリング事業、調査研究事業、情報収集・発信事業、教育・研修・交流事

業の４つの事業を、計画に基づいて着実に進めております。 

特に、「コミュタン福島」におきましては、情報発信や教育等についてサイエンスショーや著名

人の方をお招きしたイベントを開催しまして、小学校団体や視察団体等多数御来館いただいてお

りまして、平成 29 年度の来館者数は約９万９千人で、目標の年間８万人を大きく上回ることがで

きました。グランドオープンから平成 29 年度末までの総来館者数は約 15 万１千人となっており

まして、皆様の御指導・御協力の下に多数の方に来ていただいております。 

当センターの取組について具体的方針をとりまとめた「環境創造センター中長期取組方針」に

おいては、当センターの取組を効果的・効率的に行うことができるよう、三つのフェーズによる

段階的な方針を策定しております。 

今年度は、フェーズ１の最終年度となることから、適切に事業の評価を行うとともに、その結

果を踏まえて、フェーズ２の事業方針を策定する必要がございます。 

そのため、本日の委員会では、当センターのフェーズ１における事業成果及び評価について、

中間的に報告させていただくとともに、現時点でのフェーズ２の事業方針案について説明させて

いただきます。 

当センターにおける取組が県民の皆様に必要とされることが重要でありますので、ぜひ委員の

皆様におかれましては、忌憚の無い御意見を賜りたいと存じます。よろしくお願いいたします。 
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○松本主査 

 議事に入る前に委員の異動及び出席委員についてお知らせいたします。 

まず委員の異動ですが、福島県商工会議所連合会、福島県小学校長会、福島県 PTA 連合会におか

れましては、委員の異動があり、それぞれ大槻委員、小島委員、箱崎委員が新たに委員となられま

したのでお知らせいたします。 

次に本日の出席委員ですが、商工会議所連合会、農業協同組合中央会、消費者団体連絡協議会に

おかれましては、それぞれ本多事務局長、遠藤農業対策部長、高野理事が代理として出席されてお

り、門馬委員、遠藤委員、今泉委員におかれましては、所要により欠席となっておりますので御了

承願います。出席委員数につきましては、代理出席の方も含めまして定足数に達しておりますので、

本会議は有効に成立しております。 

次に、資料の確認をさせていただきます。次第に本日の配付資料の一覧がございますので、不足

等ございましたら事務局までお申し付けください。 

 続きまして、議事に移らせていただきます。ここからの進行は環境創造センター県民委員会設置

要綱第３条第４項に基づき、河津委員長にお願いします。 

  

○河津委員長 

 皆さんこんにちは。福島大学の河津と申します。委員長ということで議長を務めさせていただき

ます。よろしくお願いいたします。 

 今日は初めての方もいるということで、事務局の方には分かりやすい説明をお願いしたいと思い

ます。それでは議事に移りたいと思います。初めに議題１ということで、「環境創造センター中長期

取組方針フェーズ１事業評価及びフェーズ２事業方針について」事務局から説明お願いします。 

 

〇大山副所長 

 県環境創造センター副所長をしております大山と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

本日は初めて出席される方もおられますので、議事の説明を行う前に私の方から環境創造センター

の概要について簡単に御説明をさせていただきます。こちらの方のパンフレットで御説明させてい

ただきますので御準備をお願いいたします。着席にて失礼いたします。 

 パンフレットの２ページを御覧ください。「福島県環境創造センターとは」というところですが、

写真の下の説明書きの通り、このセンターは前例のない原子力災害からの環境の回復と創造に向け

た取組を行う総合的な拠点として平成 28 年７月に福島県が設置した施設でございます。順次オー

プンしまして一枚目の写真の一番右のところが交流棟「コミュタン福島」ですが、こちらが 28 年の

７月にオープンしまして、全体のグランドオープンという形になっております。当センターは平成

27 年７月に策定をしました「環境創造センター中長期取組方針」に基づきまして環境放射能モニタ

リングや環境回復・創造に向けた調査研究の推進、モニタリングデータや調査研究成果の情報収集・

発信、展示施設を活用した放射線教育・環境教育等の実施をしているところです。 

 次に３ページと４ページを御覧ください。こちらの三春の施設は全部で３つの建物がございまし

て、一番左が研究棟です。こちらは日本原子力研究開発機構さんと国立環境研究所さんが入居して

おりまして、原子力機構さんにおかれましては放射性物質による環境中の汚染を除去し環境を回復
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させるための調査研究を実施しております。国立環境研究所さんの方は、主に環境回復や復興・ま

ちづくり、災害に強い社会づくりに関する調査研究を実施していただいております。 

真ん中の本館は福島県が入居しておりまして、１階が環境放射能のモニタリングや調査研究を行

うエリアです。２階では大気・水・廃棄物等の一般環境中の有害物質等のモニタリングや調査研究

を行っております。 

 一番右が交流棟、通称「コミュタン福島」と呼んでおります。２つ目の・にありますが、放射線

や福島の環境の現状に関する展示の他、360 度全球シアターや 200 人収容可能なホールを設置して

おります。こちらで情報発信と教育・研修・交流事業を行っております。 

 今回初めての方もいらっしゃると思いますので、今日の会議の後に御希望の方については御案内

させていただきますのでよろしくお願いします。非常に簡単ですが、時間の関係もございますので、

概要については以上とさせていただきます。 

 次に議事の説明に入りますが、その前に中長期取組方針と本日の委員会の開催趣旨について御説

明させていただきます。「中長期取組方針の概要」というパワーポイントの資料の１枚目の表の面の

下の方、中長期取組方針の期間というところを御覧ください。 

中長期取組方針とは、環境創造センターにおいて県と原子力研究開発機構そして国立環境研究所

の三者が連携・協力して中長期にわたり取り組む基本的な方針を定めたものでございます。方針の

期間は平成 27 年度から平成 36 年度までの 10 年間となっております。センターの事業が前例のな

いものですので、３つのフェーズによる段階的な取組方針とすることとしております。フェーズ１

につきましては、下の方にございますように除染の徹底、除去土壌及び放射性物質に汚染された廃

棄物等の適正処理、放射性物質の環境動態解明等福島県の環境回復に資する喫緊の課題への対応を

優先することとされております。フェーズ２以降につきましてはフェーズ１での三者の取組成果等

を評価した上で改めて策定することとされております。今年度はフェーズ１の最終年度になります

のでこの策定を行う必要がございます。 

 次に４ページの方を御覧ください。中長期取組方針の基本的な考え方ですが、県民が安心して生

活できる環境の一刻も早い実現、そして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

れた社会の構築を目指していくこととされております。 

 ５ページを御覧ください。10 年間の事業方針ですが、まずモニタリング、そして２の方に行きま

して調査研究、情報収集・発信、教育・研修・交流の４つの取組を行うこととしております。この

取組の大枠につきましてはフェーズ２になっても変わることはございません。 

 ６ページ以降のフェーズ１の事業方針につきましては事業評価と併せて後ほど御説明をさせてい

ただきます。本日の委員会では、委員の皆様方から事業成果及び評価を踏まえたフェーズ２の現時

点での素案に対する御意見を伺った上で、今年度末に開催を予定しております再度の県民委員会の

方で今年度の事業実績等を踏まえて最終的な御意見をいただきたいと考えておりますので、忌憚の

ない御意見をよろしくお願いします。 

 フェーズ１の説明につきましては当センターの柱となる４つの取組、モニタリング、調査研究、

情報収集・発信、教育・研修・交流の順番で県の担当部長から説明をさせていただきますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 
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〇冨永調査・分析部長 

 それでは、モニタリング事業のフェーズ１事業成果及び評価を踏まえましたフェーズ２の事業方

針について説明させていただきます。お配りした資料の１－１を御覧ください。資料１－１「フェ

ーズ１事業評価及びフェーズ２事業方針のとりまとめ」（素案）です。座って説明させていただきま

す。 

 この中でモニタリング事業につきましては 14 ページをお開きください。14 ページ以降フェーズ

１の事業成果及び評価ということでまとめております。14 ページ中ほどからのモニタリング事業に

ついてですが、まずローマ数字のⅠとして「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」ということで、国の定める総合モニタリング計画に基づきまして全県のモニタリン

グ、具体的には学校、公園等における空間線量率の定点測定や海水とか土壌、プール水、水浴場、

野生動物等の環境試料の放射能分析等を行っております。また、県の計画に基づく原子力発電所周

辺地域のモニタリングにつきましては、テレメータシステムによりモニタリングポスト 39 地点を

常時監視するとともに、降下物や大気汚染等の分析を行っております。並びに環境放射能水準調査、

これは国の委託事業によって環境試料中の放射性物質の分析、大気浮遊じんとか降下物、を行って

ございます。これらの調査を着実に実施しまして、県民の安全・安心の確保に寄与しました。次に

全県モニタリングについては、空間線量値の低減状況や市町村等の意向・要望を踏まえて、適宜見

直しを行ってございます。原子力発電所周辺地域のモニタリングについては、モニタリングポスト

を３基増設したり、リアルタイムダストモニタの設置・増設をしたり、分析の高精度化を図りなが

ら充実・強化をし、原子力発電所の監視強化が図られております。 

 下の方に行きまして、平成 29 年春に発生しました浪江町の帰還困難区域内での林野火災におい

ては、大気浮遊じん等の環境放射能の緊急モニタリングを行っております。また今年度からは中間

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、各施設周辺の環境モニタリング、

これは放射能だけではなくて水質汚濁物質を含めて調査を新たに開始したところでありまして、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、県民の安全・安心の確保に寄与

いたしました。 

 ２つ目としましては、環境放射能等モニタリングデータの一元管理・解析評価ということで、総

合モニタリング計画に基づいたモニタリング結果については、分かりやすいように色付けをした空

間線量率マップ等の公表資料を速やかに作成しまして、県等のホームページに公表するとともに、

報道機関の方へ情報提供を行いました。 

 次に 15 ページの方に行きまして、原子力発電所周辺地域のモニタリングや環境放射能水準調査

におけるモニタリングポストにおける常時監視データについては、県や関係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を行っております。 

 また、南相馬市の環境放射線センターに校正棟を整備しまして、県の各機関が所有するサーベイ

メーターや個人線量計の校正を行いまして、モニタリングデータの信頼性の向上が図られておりま

す。また、放射能分析精度管理事業を実施して、県内分析機関、市町村を含めまして技能向上が図

られております。 

 また、大気汚染、水質汚濁に関する調査分析を関係各課が定める計画に基づきまして着実に実施

するとともに、大気常時監視データ等の解析評価等を行っております。また水質事故等の環境汚染
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事故時緊急時における調査分析を迅速に行った他、鳥インフルエンザが発生した場合の防疫措置時

の周辺環境、周辺の河川や地下水、その環境影響に関わる分析体制を整備しました。 

 ３番としては、緊急時環境放射線モニタリング体制の構築・運用ということで、環境創造センタ

ーが代替オフサイトセンターに指定されておりますので、交流棟の方に緊急時用の発電機を整備し

ました。また、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まして、緊急時モ

ニタリング体制の構築・検証を行うとともに、モニタリングの技能向上が図られております。 

 フェーズ１事業結果はこのような成果が得られまして、原発の廃止措置が中長期に及ぶこと、ま

た中間貯蔵施設等の本格的稼働がやはり中長期の作業になること等から、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を実施するとともに、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必要があるものと評価しました。 

 続きまして資料の 38 ページを御覧ください。資料 38 ページ以降はフェーズ２の事業方針、平成

31 年から 33 年度の素案ということでまとめております。モニタリング事業につきましては(1)のモ

ニタリング事業の下のところを御覧ください。①としまして、環境放射線モニタリングについては

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きまして、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してまいります。また、平成 34 年度までの中長

期的なモニタリングの方針である県環境放射能モニタリングの方針が今年の２月に策定されており

ますので、その方針に基づきまして原子力発電所周辺地域においては廃炉作業、燃料デブリの取り

出し等の廃炉作業に対するモニタリングやトリチウム汚染水の処理に向けた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まして、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まいります。更にきめ細かな

モニタリングを実施するために県民や市町村等のニーズ、専門家の意見等伺いながら各種モニタリ

ング計画に反映する体制の構築に取り組んでまいります。 

 ②番ですが、一般環境中の有害物質等モニタリングについては、関係課が定める計画に基づきま

して着実に実施してまいります。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、

これは広野町とか新地町の方に火力発電所の新設が予定されておりまして、その運用が 2020 年、

2021 年頃に予定されておりますので、こういった運用開始に伴う太鼓戦等の環境影響調査に取り組

むとともに、調査研究事業と連携しまして水質悪化が懸念されております猪苗代湖の水質改善の対

策を行うための調査等を実施してまいります。 

 ③番としましては、各種モニタリングデータについては、39 ページになりますが県民や様々な機

関が一括して利用できるよう一元管理するとともに、調査研究事業とも連携しましてデータの解析

評価を進めてまいります。また新たな規制物質の追加や測定方法の改正に速やかに対応できる体制

の構築するとともに、各種測定のトレーサビリティ、追跡が可能な状態を確保するために、測定機

器の定期的な校正や測定方法を定めた精度管理を行ってまいります。 

 ④番として、環境放射能モニタリングにつきましては原子力災害対策指針に基づいて緊急時モニ

タリング体制の構築に取り組むとともに、原子力防災訓練や代替オフサイトセンターの設置あるい

は活動訓練を通じて体制の充実強化やモニタリングの技能向上を図ってまいります。また一般環境

中の有害物質のモニタリングについては水質事故あるいは廃棄物の不法投棄等環境汚染事故時の緊

急時における調査分析に迅速に対応できるよう、体制の構築・運用に取り組んでまいります。 
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 概要につきましては、次の資料１－２を御覧ください。まずカラー刷りの資料の中でＡ３の資料

を御覧ください。全体としては上段の上の方に廃炉・汚染対策のスケジュールや風評・風化対策の

今後の見込み等を記載しております。下の方にモニタリング事業、調査研究事業、情報収集・発信

事業、教育・研修・交流事業、これらのフェーズ１の事業成果、取り巻く社会情勢の変化、フェー

ズ２の次の方針の素案をまとめて記載しております。このうちのモニタリング事業を御覧ください。

モニタリング事業の事業成果をまとめますと、各種計画に基づいて環境放射能のモニタリング及び

大気汚染・水質汚濁等に関する調査分析を着実に実施してきたこと、また緊急時モニタリング体制

の構築・検証やモニタリング要員の技能向上を行ってきたことが成果として挙げられます。取り巻

く社会情勢の変化としては、中間貯蔵施設や特定廃棄物埋立処分施設への輸送とか搬入が昨年から

開始されたこと、また第一原発の廃止措置に伴う中長期ロードマップが昨年９月に改正されまして、

今年の半ば頃から３号機から燃料の取り出しや、平成 33 年からは燃料デブリのいずれかの号機で

の取り出しを開始する等行程の目標が示されたところです。その他、県の放射能モニタリング方針

が今年２月に策定されております。フェーズ２の事業方針の素案としましては、これらを受けて環

境放射能モニタリングや大気汚染、水質汚濁等に関する調査分析を引き続き着実に実施してまいり

ます。また県民の安全・安心の確保や避難者の帰還促進、風評の払拭に資するよう市町村のニーズ

等を踏まえ、モニタリング体制の適切な見直しを行ってまいります。また、原子力発電所の廃炉措

置の進展を踏まえまして今後のモニタリング体制の充実強化を行ってまいります。 

 次のページでは、更にもう少し具体的にモニタリング事業全体をＡ４判１枚にまとめております。

事業成果や取り巻く社会情勢の変化につきましては、説明が重複しますので割愛いたしますが、フ

ェーズ２の赤で示しました事業方針の素案につきまして、再度御覧ください。 

 まず①の「きめ細かで継続した放射能モニタリングシステムの構築・運用」については、フェー

ズ２の事業方針（素案）の中で総合モニタリング計画や発電所の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してまいります。また県の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ながら県民の安全・安心の確保に資するモニタリングを実施してまいります。

また放射性物質の飛散が懸念される事故等が発生した場合は速やかに放射能モニタリングを実施し

てまいります。 

 ②番として環境放射能等モニタリングデータの一元管理・解析評価については、モニタリング結

果につきまして引き続き速やかに公表するとともに、より分かりやすい内容となるよう適宜改善を

行ってまいります。また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

施してまいります。また大気汚染、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、データの管理や解析等を的確に行ってまいります。また中間貯蔵等の稼働や大規

模火力発電所の運用に伴う大気汚染等の環境調査等に関する取組を行ってまいります。 

 ③番の緊急時環境放射線モニタリング体制の構築・運用については、原子力防災訓練等によりま

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ってまいり

ます。また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ってまいりま

す。 

 モニタリング事業のフェーズ１の成果並びにフェーズ２の事業方針については、以上でございま

す。よろしくお願いいたします。 
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〇渡辺研究総括員 

 県のセンターの研究部の渡辺と申します。調査研究事業につきまして私の方から説明させていた

だきます。着座にて説明をさせていただきます。よろしくお願いします。 

 調査研究事業につきましてはボリュームもありますので、詳細については資料１－１にございま

すが、概要について今使いましたカラー刷りの資料１－２のＡ３の大きな方と、４枚ほど綴られて

いるＡ４横、この２つを使いまして概要について御説明いたします。先ほどの説明と若干重複する

部分がございますが、初めに資料１－２、Ａ３横の１枚紙を御覧ください。 

環境回復・復興が今どのような段階にあるかを概観していただきたいと思います。図の上半分に

時間軸を横軸にとりまとめております。１番上の時間軸の中には、例えば平成 29 年４月頃、３月か

ら４月になりますが、帰還困難区域を除く避難指示区域の解除がございました。つい最近ですと 30

年４月（現在）とありますが、３月末をもって計画に基づく生活圏の除染が終了いたしました。 

全体として見た場合に、関連する４つの視点で、これまでとこれからということで変遷を載せて

ございます。まず１つが「廃炉・汚染水対策」、それから「風評・風化対策」、「安全・安心な生活環

境の実現」、そして「産業・生業の再生・創出」という、特に環境回復・復興に関連する４つの視点

でまとめておりまして、概ね現時点でどの辺にあるかということを示しております。これらの環境

全般を貫く土台・ベースとなる、環境政策の展開を点線で仕切りましてその下に載せております。

例えば国では、つい最近第５次の環境基本計画が閣議決定されました。全体として一定程度の進捗

が見られるものの、まだまだ道半ばというようなことも言えるかと思います。上側のオレンジ色と

ピンク色の三角形の楔のような形でお互いが交差するような形にイメージとして示しております。

これは、事故以降緊急的な環境回復という緊急対応中心の対応から、徐々に中長期的な視点に立っ

て未来志向の環境創造と言ったステージを目指すという方向に軸足が徐々に移りつつある、という

ようなイメージを示しております。全体を俯瞰していただいた上で、これまでのフェーズ１、平成

27 年から、実質今年度が残っておりますので 29 年までの中間ということにはなりますが、特にそ

の中の調査研究事業への取組について御説明いたします。 

 下の方のフェーズ１で●で示されている２つ目に調査研究事業がございます。一番左側に水色で

染めてあるのがフェーズ１の事業方針のポイントでございまして、以下右側に行くに従って成果、

取り巻く社会情勢の変化ということで示しております。 

初めに調査研究事業全体としては、県の環境回復に資する喫緊の課題への対応及び環境の創造に

貢献する調査研究に取り組むということにしております。その隣、事業成果のところですが、調査

研究事業については４つの分野、部門に分けて取り組んでまいりました。放射線計測、除染・廃棄

物、環境動態ということで、例えば放射性物質がどのように移動したり移行したりするかといった

挙動について調べる、そういった分野です。それから環境創造、これは例えば環境に配慮したまち

づくりとか、災害廃棄物の処理とか、あるいは猪苗代湖の水環境保全とか、より良い環境を創って

いこうという分野でございます。その４つの部門毎に県をはじめ、日本原子力研究開発機構さんと

国立環境研究所さんの三機関が情報交換をしつつ役割分担の下連携しながら研究に取り組んできた

ということでございます。資料１－２の２枚目に、調査研究事業の４つの部門毎に詳細を載せてお

ります。初めに事業成果の具体例等を御説明いたします。 

 初めに①の放射線計測ですが、一番左に事業方針があって、成果ということでスペース上具体的
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なものはございませんが、放射線計測部門の中では例えばストロンチウム 90 等によって迅速に測

定する技術開発等に取り組み一定の成果が得られております。また GPS の機能を付けた歩きながら

空間線量率を測るような測定システムを開発しまして、測定をした結果をマップ化するような技術

等を確立しまして、そういったものを市町村へ貸し出したりということで水平展開等を図っており

ます。 

 ２つ目の除染・廃棄物の分野ですが、例えば河川敷や親水公園等で行った除染、その効果が維持

されているのかどうかというようなことについて定量的に調査をしまして、現時点では再汚染とい

うのは極めて低いというようなことを確認しております。あるいは除染で出た除去土壌等が現状仮

置場等で保管されておりまして、一部は順次中間貯蔵施設へ搬出されていますが、保管が長期化し

ているという現状を踏まえて、保管に伴う資材がどうなるかという耐久性等についても調べており

まして、現時点で問題はないというようなことを確認しております。 

 それから３つ目の環境動態という部分ですが、ここでは大きく２つだけ申し上げますが、１つは

放射性物質がどのように移行していくかというようないわゆる挙動の面で、例えば森林から河川や

ダムを経て河口域に至る放射性物質の移行について定量的な評価等を行っております。それから併

せてそういう移行を支配する要因、ここにも着目をしながら研究を進めております。それからもう

一点は野生動物、例えば野生生物への影響という点でイノシシの筋肉中のセシウム、食性・食べ方

の特性と行動がどのように関わっているのかというようなことを解明したり、あるいは植物の培養

細胞の DNA の損傷状況等を把握する手法を開発しまして影響の有無を調べておりまして、現状では

影響は認められていないということを確認しております。 

 それから４つ目の環境創造という分野、例えば持続可能な環境に配慮した街づくりに関する研究

や災害廃棄物の処理、あるいは猪苗代湖の環境等でございまして、環境に配慮した街づくりという

点では、エネルギーシステムの最適化というものを目指した取組を試験的に新地町等で適用して町

の駅周辺の復興整備計画策定を支援したという実績がございます。それから災害廃棄物の処理に向

けては、主として市町村において活用できるように情報コンテンツの充実や体系化を進めたり、あ

るいは研修プログラム等を作成して人材育成にも貢献をしております。また本県を代表する観光地

である猪苗代湖については、水質日本一復活を目指して水質の汚濁機構の解明等にも取り組んでき

たところです。 

 以上４つの分野、部門における取組については市町村の協力を得ながら進めているものも多いと

いうこともありまして、その成果につきましては市町村の担当者説明会ですとか、個別に市町村を

訪問して報告をしたり説明をしたり、その他成果報告会等を通じて広く公表したり、あるいは学会

等での発表や論文という形でまとめて公表等も行っております。これらの取組に対する評価につき

ましては、調査研究事業においては各分野・部門毎に調査研究事業の運営・調整を担っていただく

ということで外部有識者である部門長にお願いしまして、詳細は資料１－１に載せておりますが、

概ね一定の成果が得られているという評価をいただいております。併せてそういった得られた成果

を分かりやすい形で説明あるいは公開していくことが求められるといったコメントもいただいてお

ります。 

 続きまして、フェーズ１の取組を踏まえまして、この間の社会情勢の変化等を勘案した次のフェ

ーズ２の取り組むべき方向性・方針について御説明いたします。先ほどのＡ３の１枚紙にお戻りく
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ださい。先ほど御説明しました４つの視点とか環境政策の展開といった点については、いずれも長

期にわたる対応が必要だということで、内容によっては 30 年 40 年というものもございます。この

ためフェーズ２で終了するということではなく、フェーズ３を含めてそれ以降も関連する分野・部

門での研究はトータルとして引き続き求められるものと考えております。今回はその間のフェーズ

２に絞って、その考え方を説明させていただきます。繰り返しになりますが、原子力災害等からの

環境の回復については、これまで除染や災害廃棄物処理その他の放射性物質対策等の緊急的な措置

の実施によって環境の状態がマイナスの段階から事故前の状況に戻りつつあるといった、新たなス

テージに来ているとも言えるかと思います。そのため調査研究事業の一番右の方の赤でいろいろ付

いている上から２つ目のところになりますが、調査研究事業全体の方向性・方針としましては放射

線計測、除染・廃棄物、環境動態、環境創造の４つの分野とも引き続き様々な機関や事業との連携

を密にしながら取り組む必要があるという風に整理をしておりまして、特にそのなかでも大きく２

つの対応が必要であろうということで整理しております。１つは環境の状態が事故前の状態に戻り

つつあると言ってもまだまだ住民の方、県民の方々の中には安心感を醸成するというところまでに

はまだ時間がかかると、息の長い対応も必要であろうということで、そのため情報を出すだけでは

なく情報が伝わるような発信あるいは成果の社会実装等が重要であると、そのベースと言いますか

エビデンスとなる環境動態に関する研究に力点を置く必要があるだろうというようなことで１つ整

理をしております。特に情報の簡便化に関しましては、今年の３月にこの県民委員会でいただいた

御意見等を踏まえまして、そのような整理をさせていただいてございます。それからもう１点は環

境の状態、事故前の状態に戻って終わりということではなく、更により良い環境へとステップアッ

プ・ジャンプアップさせる、そういった必要がある、更に新たなステージを目指して軸足を移して

いく必要がある、そのために低炭素・循環型・自然共生といった新たな未来志向の環境創造に関す

る研究にも力を入れていく必要があるだろうということで、全体としての方向性を整理しまして、

このＡ３の資料では３つの・で整理をしてございます。各分野・部門毎に整理したものは資料１－

２のＡ４横の４枚綴りの２枚目に調査研究事業がございまして、同様にフェーズ２の方向性という

ことで各部門毎に整理いたしました。詳細についてはこの資料１－２のＡ４横と資料１－１の方に

記載しておりますので、御覧ください。調査研究事業については以上です。よろしくお願いいたし

ます。 

 

〇渡辺総務企画部長 

 総務企画部長でございます。私の方から情報収集・発信事業、教育・研修・交流事業について説

明いたします。座って説明させていただきます。 

 最初に情報収集・発信事業の方について説明いたします。資料１－１の 25 ページをお開きくださ

い。情報収集・発信事業における評価でございます。下の方、イ－Ⅰ「モニタリングデータの収集・

発信」という項目でございます。評価としまして、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諸々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ました。今後の課題ですが、県民等のニーズを踏まえましてより分か

りやすい形式での情報提供に努めていくことが課題であると考えております。また国や地方公共団

体の様々な組織が実施しております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
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JAEA にあります「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、公開することができました。交

流棟の展示室におきましては、主に小学校の児童を対象として県内の空間線量率のデータを発信し、

県内空間線量率の監視体制についての理解を深めるとともに、県内、海外との比較、過去との比較

により県内の現状の理解に努めてきたところです。 

 続きまして、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・

発信です。これについては国や地方公共団体、大学等研究機関が所有する情報について、学会や国

際会議、インターネット等を通じまして幅広く収集してきたところです。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、学会や論文出版等様々な手段により発信してきたと

ころです。特に一般向けとしまして、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がございまして、県内外に向けて分かりやすく正確な

情報の発信を行ってまいりました。その他にも環境創造センターへの視察の積極的な受入れ、成果

報告会やシンポジウム等の開催、サイエンスカフェや出前講座の実施等によりまして情報発信を行

ってきたところです。今後は関係機関とのネットワーク形成について積極的に取り組んでいくこと

が課題ではないかと考えております。 

 ３つ目としまして交流棟における取組でございます。交流棟のオープンから間もなく２年目を迎

えます。平成 30 年３月末までに 15 万１千人の来館者を迎えました。その間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てまいりました。29 年度における来館者ですが、目標値

の年間８万人を上回る９万９千人を達成したところです。来館者を対象にアンケートを行っており

ますが、そのアンケートの結果におきましても、施設に対して高い評価をいただいております。そ

の一方で、施設の知名度や認知度はまだまだ低い傾向が見られることから、今後も交流棟の周知、

来館促進のための取組を強化していくことが課題であると考えております。 

 以上が社会情勢の変化を踏まえたフェーズ２に向けての事業方針ですが、続きまして資料１－２

のＡ４の横の３枚目、情報収集・発信事業を御覧ください。左側から事業方針、事業の成果とあり

ますが、こちらは只今説明しました評価とも重なる部分がありますので省略させていただきまして、

取り巻く社会情勢の変化から御説明いたします。 

 モニタリングデータの収集・発信ですが、県内の帰還困難区域を除く生活圏の除染は概ね終了い

たしまして、今後は仮置場や中間貯蔵施設に関連するモニタリングが必要になってまいります。一

方環境放射能に対する情報のニーズは依然として高いものがあります。また昨年発生した林野火災

等の緊急時に備えた情報発信体制の構築の必要性というものが浮き彫りになってまいりました。 

 ②の調査研究成果の収集・発信でございます。これにつきましては、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だということでございます。それからこれまで実施してきまし

た報告会、サイエンスカフェ等の課題を踏まえましてより効果的な情報発信イベントを実施する必

要があると考えております。 

 ③の環境回復・地域再生・環境創造に関する情報の収集・発信ですが、これについては原子力発

電所事故から約７年が経過しまして、その間環境回復や創造に向けた調査研究の成果や知見が蓄積

されてきておりますことから、それらを収集・発信していくことが必要であると考えております。 

 ④の交流棟における取組ですが、昨年 12 月に政府が「風評払拭・リスクコミュニケーション強化
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戦略」というものを定めまして、その中で放射線教育のため訪問すべき施設ということで交流棟が

位置付けられました。また、調査研究の成果について広く共有するためのネットワークの構築が必

要であると考えております。このような社会情勢の変化を踏まえまして、以降フェーズ２における

事業方針の案として、以下の通り記載しております。 

 ①の「モニタリングデータの収集・発信」ですが、モニタリングデータについては情報ニーズが

高いということで、引き続き着実な収集・発信を行ってまいります。２つ目としまして国内外各機

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していく。３つ

目としまして視覚的に分かりやすい情報発信を目指す。４つ目としまし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体制の構築、ということで考えております。 

 ②の「調査研究成果の収集・発信」ですが、これにつきましても引き続き学会や研究成果報告会

等を通しまして研究成果を発信していく。２つ目としまして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ていきたいと考えております。

３つ目としまして市民講座の開催等を通じた県民との対話・交流の機会を創出していきたいと考え

ております。 

 ③、環境回復・地域再生・環境創造に関する情報の収集・発信ですが、引き続き県民の安全・安

心に資する情報を速やかに収集し発信していく。自然環境、地域経済、災害対応に関するシミュレ

ーションや将来予測を実施し、県内外に広く発信していく。３つ目たしまして、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備していきたいと

考えております。 

 ④の交流棟における取組でございます。県の教育委員会と連携して県内の全小学校の交流棟の学

習利用促進活動を実施していきたいと考えております。２つ目としまして、福島県を拠点とした国

内外のネットワーク構築のため国際会議や学会等の誘致に努めてまいりたいと考えております。３

つ目としまして、調査研究成果や社会情勢の変化に対応した展示更新や研究支援プログラムの作成

を行っていきたい、というようなことで考えております。 

 以上が情報収集・発信事業についての説明でございます。引き続きまして、教育・研修・交流事

業について御説明いたします。 

 まず評価ですが、資料１－１の 28 ページを御覧ください。28 ページの下の方、イ「フェーズ１

の評価」というところです。 

最初に環境放射能等に関する教育です。原子力発電所の事故を受けて、県内の小中学校では県の

教育委員会の方針の下で放射線教育を推進しております。各学校における放射線教育を支援してい

く目的の１つとして、当センターにある交流棟において放射線の基礎知識や本県の現状に関して学

ぶことができる展示室の整備、それから体験学習プログラムや学習教材の開発を行ってまいりまし

た。平成 28 年７月のオープン以降、県内の小学校を中心に多くの学校が利用しております。平成 28

年度は 185 校、29 年度は 267 校の小学校が見学を実施いたしました。この 267 校というのは県内の

小学校全体の約６割近くに当たる数でございます。29 ページにまいりまして、学校向けのアンケー

トの結果を見ても、展示物や体験研修に関しては、子どもたちの興味や理解度及び充実度の観点か

ら高い評価をいただいております。 

２番目の環境の回復・創造に関する研修です。原子力災害に起因する風評・偏見・差別につきま
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しては、本県の現状についての認識が不足しているということに加え、放射線に関する正確な知識

や、福島県における環境回復・創造に関する取組が十分周知されていないことが主な要因と考えら

れております。このような現状に対応いたしまして、以下にありますような取組を行ってきたとこ

ろです。 

まず１点目としまして除染講習会の開催、２つ目としまして地方公共団体や公民館等が主催する

講習会への専門家の派遣、３つ目としまして放射線に関する正確な知識の普及できる人材の育成、

４つ目としまして大学や高等専門学校での講義の実施、５つ目としまして「放射線に関するご質問

に答える会」の開催、というような取組を実施してまいりました。 

３つ目の県民・NPO・関係機関等との交流です。交流棟につきましてはこれまでも説明してきた通

りですが、そのような中で放射線等に対するリスクコミュニケーション等の交流を図ってきたとこ

ろです。それから本県の環境回復・創造に向けて NPO や研究機関、県内他部局等の様々な団体が取

組を行っているところですが、それぞれが交流することによって知見が共有され効果的な取組が促

進されるということが期待されることから、以下に記載の通りの取組を行ってまいりました。 

・のところですが、まず１つ目としまして環境教育フェスティバルや環境創造シンポジウムを開

催いたしました。２つ目としましてサイエンスぷらっとフォームに参画しまして、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し参画団体との連携を図ってまいりまし

た。３つ目としまして国立科学博物館と包括協定を締結し国立科学博物館が保有しているコンテン

ツによる企画展を開催したり、科学博物館のシアターで放映している番組を当センターの環境創造

シアターでも上映をしたりしております。それから附属施設であります野生生物共生センターや水

環境センターにおいても、それぞれ 3,684 人、4,238 人が来館し、環境保全の意識を高めた他、水

環境センターにおきましては NPO の活動拠点としても活用されているところです。 

以上が評価でございまして、これに対します「取り巻く社会情勢の変化」と「フェーズ２の方針」

につきましては、資料１－２のＡ４の横の方で御説明いたします。 

まず取り巻く社会情勢の変化でございます。①の「環境放射能等に関する教育」ですが、「風評払

拭・リスクコミュニケーション戦略」における交流棟の位置付けは前に述べた通りです。２つ目と

しまして、県内学校における放射線教育への対応としての交流棟における期待は大変大きいものが

ございます。３つ目としまして、その一方で交流棟の認知度が、特に県外におきまして低い状況が

続いておりますので、効果的な PR 活動を行っていく必要があると考えております。 

②の「環境回復・創造に関する研修」です。１つ目としまして、除染事業については生活圏の除

染は概ね終了し、原子力災害からの環境回復は着実に進んでいるものと思われます。２つ目としま

して、県民等が必要とする情報について更に調査・分析し、それを踏まえて研修や人材育成のプロ

グラムに反映させていく必要があると考えております。３つ目としまして、国内外においては現在

地球温暖化対策や持続可能な開発目標の取組が求められておりますので、センターとしてもそのよ

うなことを考えていかなければならないと考えております。 

③「県民・NPO・関係機関等との交流」です。１つ目につきましては重複しますので省略いたしま

す。２つ目としましては、交流棟の運営に関する部分で県民等の運営参画、交流の促進、それから

スタッフ人員補強の観点からのボランティアスタッフの育成が必要ではないかと考えております。 

このような社会情勢の変化を踏まえたフェーズ２の方針の素案ですが、①につきましては県民に
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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させていくとともに、放射線や福島の環境

に関する知識普及を効果的に進めてまいりたいと考えております。２つ目としまして、来館者・学

校等の要望を踏まえまして展示学習のプログラムや体験研修のプログラムの見直し、新たな開発を

行っていきたいと考えております。３つ目としまして、県外の学校や教育委員会、旅行代理店への

PR 活動を強化していきたいと考えております。 

②の「環境の回復・創造に関する研修」です。１つ目としまして、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を支援していく。２つ目としまして、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っていき福島県の現状を正し

く伝えていきたいということ。３つ目としまして、災害時の廃棄物管理や環境管理のための人材育

成、それから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ってまいりたいと考えて

おります。 

③につきまして、１つ目は交流棟を活用した交流の場を提供できるようネットワークを構築して

いきたいと考えております。２つ目としまして、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していきたいと考えておりま

す。３つ目としまして、交流棟を適切に運営していくための交流促進のスタッフ人員補強の観点か

らボランティアスタッフを育成していくというような取組を引き続き継続していきたいと考えてお

ります。 

以上が「教育・研修・交流事業」におけるフェーズ２の取組方針でございます。説明は以上でご

ざいます。 

 

〇大山副所長 

 副所長の大山でございます。資料１－１の 30 ページを御覧ください。こちらの方に「（５）フェ

ーズ１の総合的な評価」とございます。総合的な評価と申しますのは、今ほど申し上げました４つ

の事業について、各研究部の部門長さん、そして３つの機関が連絡調整会議というものを構成して

おりまして、そちらで総合的な評価を行うという形になっております。先月開催しました連絡調整

会議においてこのような形で現時点での評価をいただいておりますので、御紹介をしたいと思いま

す。30 ページの真ん中ほどに「まず、」から始まる段落がございますので、そこから各事業につい

て御紹介したいと思います。 

まずモニタリング事業につきましては、事業内容は重複しますので割愛いたしまして、その次の

行の後ろのところですが、「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

である。」 

次の調査研究事業につきましては、５行飛びまして後ろの方ですが、「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・発信事業につきましては、２行飛びまして中ほどですが、「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
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の改善が課題である。」 

教育・研修・交流事業につきましては、次のページの一番上ですが、「放射線等に関する基礎知識

の普及に寄与するとともに、」その次の行の後ろの方で「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。」と

いう風に現時点での評価をいただいているところです。 

以上がフェーズ１の事業評価及び事業方針の取りまとめについての説明になります。長々と御説

明申し上げました。 

 

〇河津委員長 

 ありがとうございました。かなり細かく御説明いただきましたが、連携機関であります JAEA、日

本原子力研究開発機構の方から何かもし付け加えることがございましたらどうぞお願いします。 

 

 

〇宮原センター長 

 原子力機構の宮原と申します。一点補足させていただきますと、私ども調査研究事業ということ

で、三機関で連携して中長期取組方針あるいは個別の実施計画に基づいてそれぞれの役割分担に基

づいて研究に取り組んできておりますが、このフェーズ１において先ほどからも御紹介ありますよ

うに、トピックスとして昨年度の林野火災での対応というものがございました。こうした三機関で

の取組において、分担しながら行っているというところでやはり皆様方から御関心あるのは、どの

ように連携をしているのかといったところが１つのキーワードになってくるかと思いますが、特に

この林野火災の対応におきましてはこの３つの機関がそれぞれの強みを発揮して、今後林野火災時

あるいはその後の放射性物質の動き方とか空間線量の変化とか、そうしたものを３機関で合同チー

ムを編成して、片道１時間から１時間半の災域に立ち入って調査をするというのが、林野火災の後

の梅雨時から夏場にかけて時間をかけて行ってきたものの成果を年末の浪江町での委員会あるいは

県の委員会で報告させていただいて、環境に大きな影響はないというような結論を導きました。住

民の方々の安全・安心に少しでもお役に立てればということで取り組んだものでございますが、こ

うしたものが１つの連携の大きな証になったのではないかと考えております。こうした事例を更に

増やしていきたいと思っています。以上です。 

 

〇河津委員長 

 ありがとうございました。国環研さん、何かございますか。 

 

〇滝村支部長代行 

 国立環境研究所の滝村でございます。ありがとうございます。今宮原センター長がおっしゃった

通り林野火災の時の対応は創造センターのトピックスであったと思います。少し付け加えますと、

別の話ですが、我々こちらに参って２年間、ちょうど３年目を迎えているところです。福島県さん、

JAEA さんと一緒に仕事できているということは非常に大きなメリットと言ったら悪いですけれど
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も、有り得なかったことだと思っておりまして、先ほど調査研究の中でも４つの部門があるという

ことで、４つの部門の中でそれぞれ部門長さんが三機関を横串通すような形でコーディネートする

というような形があって、三機関の連携ができる。今回特にフェーズ１のレビューとフェーズ２に

向けての検討をするに当たって、部門毎だけではなくて部門間全体を見た時のそれこそ横串を通す

ような検討が、連絡調整会議というものもありますが、もう少し若い人達のレベルでもそういった

ことを考えていけないかということでタスクフォースチームというものを作って、そこで調査研究

の中でも部門を横断したようなことを、部門連係みたいなことをできないだろうかということを考

えていくような場が設けられました。更に言うと創造センターそのものは４つの事業がございます

がそれぞれ関係している部分がある訳で、情報発信にしても交流にしても調査研究とも関係してい

る部分がある、そういったことで事業間をまたいだようなことをこれからに向けて検討していけな

いだろうかということで、４事業の連携ワーキングというものを設けて、そういう意味では機関間

の連携だけではなくて全体の成果が最大化していくような一種の枠組みというか仕組みが今回作ら

れているということで、これは次期フェーズ２に向けて期待できることではないかなと考えている

ところです。以上です。 

〇河津委員長 

 ありがとうございました。それでは委員の方から質問や御意見等ディスカッションしていきたい

と思いますが、４つの分野、モニタリング、情報収集・発信、教育・研修・交流、調査研究、この

４つで今までフェーズ１ということで 27 年度から 30 年度（今年度）までの内容についてかなり細

かくお聞きした訳ですけど、各委員の方々は普段疑問に思っていること等を、ぜひこの場でぶつけ

ていただいて、各団体から代表で来られている方々が多いようですから、代表を当然意識してもい

いのですが、それにこだわらず一県民としての御意見をいただければと思っていますのでよろしく

お願いしたいと思います。 

 何か意見、ちょっとお聞きしたいというようこと、どなたか口火切っていただければと思います。 

 

〇箱崎委員 

 御説明ありがとうございます。福島県 PTA 連合会の箱崎と申します。一つモニタリングの方でフ

ェーズ２のところちょっとお聞きしたいのですが、フェーズ２のモニタリングのところで「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」

という風にあります。先日県の PTA でも話し合いがありましたが、モニタリングポストの約３分の

２が今後撤去されるということです。私達保護者としても確かに震災から７年経っているという部

分はあるのですけれども、廃炉等の今後の状況によってはまた大きな事故等あるのではないかと感

じるところもあったのですが、この辺は実際どうなのかということをお聞かせ願えればと思います。 

 

〇河津委員長 

 事務局の方で答えられますでしょうか。 

 

〇冨永調査・分析部長 

 今ほどの資料１－２におきまして、フェーズ２の事業方針の素案の中で「放射性物質の飛散が懸
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念される事故等が発生した場合には速やかに放射能モニタリングを実施する」というところに関し

ての御質問でございますが、先ほどもありましたが平成 29 年の春頃に浪江町の方で林野火災があ

りまして、そこが帰還困難区域になっておりますので、どのように対応すればよいのかというよう

な問題がございまして、三機関の合同で空間線量率や浮遊じん等の調査を行ったというような事例

がございました。自然災害等はいつどこでどういうものが起きるか分かりませんので、特に帰還困

難区域等で、放射性物質濃度がまだ高い状況で蓄積したような場所で何か自然災害、山火事の他に

もあろうかと思うんですが、それが起こった場合環境創造センターとして、モニタリングの中核的

な施設として速やかに放射能モニタリングを実施していきたいということで記載したものでござい

ます。 

 あとモニタリングポスト、リアルタイム線量計システム、原子力規制庁の方で平成 32 年度、３年

後を目途に減らしていく、3,000 か所くらいあるのを最終的に 600 まで減らしていく方針が示され

ているところですが、県としてはあくまで線量が下がったということだけではなくて、市町村や住

民の意向を十分踏まえ理解を得ながら、除染土壌がまだ県内各地に搬出完了せずに置かれておりま

すので、その搬出完了までは設置を継続するとともに、風評への影響等について市町村の意見を踏

まえて丁寧な対応をしていくようにということでお願いをしているところです。 

 

〇箱崎委員 

 このモニタリングポストは管轄しているのが市ばかりでないのは認識しておったのですが、基本

的に自然災害もそうだと思うのですが、例えば廃炉の時に、これから何十年もやっていく中で、地

震や震災が多い中で、東日本大震災が 1,000 年に１度だから 1,000 年に１度はもう起きないだろう

という考え方はされていないと思いますが、折角長年にわたって調査されてきたものを今後何かあ

った時に生かせるような、ここに書いてあることは当たり前のことだと思います。確かにこれは未

知のことで早く止まってくれないと何が起きているのかよく分からないという部分もありますし、

また第２・第３の災害にならないようなということが読み取れたので大変安心しております。あり

がとうございます。 

 

〇河津委員長 

 例えば今現在１Ｆが廃炉作業をやっている中でのモニタリングは強化しようという姿勢でしょう

か。３年づつ整備するというのは県全体考えた場合にそこまで必要になるのかなとかいうことで、

これから多分各市町村で住民との協議もあるでしょうし、規制庁も決して強行する訳ではないとい

う話も最近の報道でありましたし、この委員会としてはこれからどういう風にやるかは分からない。

一方で廃炉作業においては、やはりモニタリングを強化していくというのは、そういう姿勢であっ

て然るべきだと思いますし、これは県としてもおそらくそういう、国にしてもそうでしょうけど、

そういう姿勢だという風に最近の報道でも言われているかと思います。何かありますでしょうか。 

 

〇角山所長 

 一般のモニタリングに関しては、例えばコミュタン福島に見えられた方が、以前結構高かった福

島市が 0.16 とかに下がって、0.23 とかというのではなくて、世界のどこの町と大体同じくらいに
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なったと言うので皆さん安心するので、そういう指標としては私は非常に大事かなと思っています。

それから廃炉自体のダスト飛散、その可能性はゼロとは当然言えない訳で、その時にどの程度の重

さのものが飛散し得るか、長距離に飛ぶのかどうかきちんと分析して県民に御理解いただいて、ど

の範囲でのモニタリングが合理的なのか、そういう議論がないとなかなか皆さん安心できないのか

なと思っております。半導体を作る工場のクリーンルームみたいに塵灰なんか飛んでないようにフ

ィルターで取って空気をきれいにしてコントロールするような、そういう類のことをやる訳ですが

当然それも止まるとか、そういうことも確率的には考えないといけない、それに対する準備とか、

そういう総合的なものも含めて県民に御提示して、こういう仕組みだからこの程度のモニタリング

が合理的だからという風に言わないと、現状が大丈夫だからという訳にはいかず、新しいフェーズ

に入るということなので、新しいフェーズにおいてどのようにモニタリングを行うかという観点で

実施するべきかなと思っております。 

 

〇河津委員長 

 よろしいでしょうか。モニタリングに関してでしたが、他にも率直に意見言っていただければ、

また疑問点あればどうぞ。 

 

〇小島委員 

 福島県小学校長会三河台小学校長の小島と申します。よろしくお願いいたします。 

 教育・研修・交流事業についてお伺いしたいこと、そして意見等がございます。まずコミュタン

福島に県内の６割の学校が来ているということで、本校でも毎年来させていただいております。大

変ありがたい施設で、特にこの中の展示施設として 360 度のシアター、大変素晴らしいということ

で、子供たちもここに来るのを大変楽しみにしています。大きいのがバス代の補助、これは大変あ

りがたいです。今後も是非これは継続していっていただければと思います。福島市内の小学校では

放射線教育については全学年とも２時間以上ということで、最低２時間はやることになっています。

中学校でも３時間やっています。それは県教育委員会から出されております放射線教育指導資料を

基にして、福島市独自で指導資料を作成して、小学校でしたら２時間分の授業の主な概要、どんな

資料を使うかとかどう子どもたちに説明するかとかいう詳しい資料を作った上での指導を行ってお

ります。 

 ところが何年か過ぎていますので、だんだんと教職員も若い人に入れ替わってきております。子

供たちも震災を知らない、記憶にない子供がどんどん多くなってきています。そこで、コミュタン

福島にはだいたい小学校の５年生が来るという風になっているのですが、コミュタンの方から学校

の方に出前講座に来ていただくということはできないでしょうか。教職員研修で我々がこちらに来

るとなると旅費が必要ですけれども、その旅費が県からは出ないものですから、出張もままならな

い、研修もままならない状態です。出前講座などで、例えば研修で教職員向けの出前講座を開いて

いただいたりとか、各学校に出前講座で来ていただくということがあると大変助かるなと思います。 

 ３点目ですが、本校も含め福島市内の大体８割が会津若松に修学旅行というか宿泊学習に行きま

す。これもふくしまっ子体験活動補助事業という事業がありまして、県内宿泊に限り補助されると

いうことで、会津若松市内のフィールドワーク等を１日やって、２日目は野口英世記念館とか日新
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館とか回って帰るというのが大体一般的なコースなのですが、会津若松市内に行きますと県外の学

校さんも、かなりの数お見えになっています。新潟県、宮城県、栃木県、この前は横浜の学校とも

一緒でした。ところが先ほど県外の学校はあまり来てないというお話だったので、県外の学校さん

への PR はもちろんですけど、バス代補助と言いますか、どこまで言っていいのか分かりませんが、

県外の学校さんにも積極的な PR に加えて何か補助的なものがあると、更に教育旅行で若松に来た

帰りにこちらで体験学習をしてお帰りになるということができるのではないかと思いました。 

 以上３点お話ししました。よろしくお願いいたします。 

  

〇河津委員長 

 いかがでしょうか。 

 

〇渡辺総務企画部長 

 まず１つ目、バス代の補助につきましては、こちらの方としてもできるだけ多くの学校に、究極

の目標としては県内全ての小学校に来ていただくということが目的ですので、少しでも多くの小学

校に来ていただくためにもバス代の補助は引き続き続けていきたいと考えております。  

 ２つ目の出前講座の件ですが、そのような御要望は以前にも伺っておりますが、こちらの方の課

題としてスタッフが交流棟の展示案内等で一杯になっておりまして手が回らないというのが現状で

ございます。確かにそのような御要望があって有効な手段ではあるのかなと思っておりまして、な

るべく期待に沿えたいと考えておりますが、そのようなスタッフの事情がございますので御理解い

ただきたいと思います。 

 ３つ目の教育旅行に対するバス代の補助ですが、これにつきましては他の制度でそのような制度

があるのかどうかちょっと分からないのですが、今のところそこまでは考えていないというところ

でございます。県外の PR につきましてはこちらでも引き続き行って、少しでも多くの学校にこちら

の方に向けていただくようにということで努力しているところでございます。 

 

〇大山副所長 

 ちょっと補足説明させていただきます。県外の学校さんにつきましては、県の観光物産協会さん

で県外向けの教育旅行の誘致キャラバンというものをやっておりまして、そちらの方に参加してお

ります。今週も北海道の方に行っております。そういった PR 活動もしながらということが１つと、

もう１つは首都圏等を中心として我々独自に PR 活動をしております。そういう中で御紹介してい

るのは、県の観光交流部局の方で修学旅行に県外の方から来ていただくために一泊すると補助制度

がありますので、そちらの御案内をさせていただいていております。重いバス代の補助になります

が、そちらで泊付きの場合は御利用いただけるというものとか、あるいは市町村の方で独自に泊ま

った場合の補助制度等もありますので、そういうものも観光交流協会の方から情報をいただいて併

せて PR しております。 

 

〇河津委員長 

 よろしいでしょうか。出前講座等は創造センターに限らずいろいろなところで実施されていて、
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無償で１時間なり２時間なりの講師派遣という形でやっていると思います。その辺ちょっと情報を

集めていただければと思います。 

 

〇大山副所長 

 我々としてもコミュタンの中にある先生向けのプログラムをちょっと考えてはという話にはなっ

ておりまして、あとは環境再生プラザの方で出前の事業をやっているという情報もございますので、

我々も努力しながら、関係機関と連携して対応してまいりたいと思います。 

 

〇河津委員長 

 消費者庁等でもやってますね。 

 

〇小島委員 

 福島市内ではこむこむ館でやっておりました。福島市内はいいのですが、それ以外の地区では原

発から離れていくに従って放射線に対する意識が違うような気がしますので、県内全部を見た時に

はそういうこともありますということでお話申し上げた次第です。 

 

〇河津委員長 

 ありがとうございます。是非創造センターとしても県内のいろいろなところに十分行き渡るよう

に、理解促進という意味からも是非いろいろな情報をそれぞれのところに提供していただければと

いう感じがしております。他にいかがでしょうか。 

 

〇高野氏（平久井委員代理） 

 消費者団体の代理で参りました高野と申します。消費者団体連絡協議会では４年くらい前から放

射性物質に関するアンケート調査を行っておりますが、年とともに回答の内容にも変化が見られ、

段々と風評被害についても理解が得られているような結果も出ておりますが、放射能に関する危険

性をまだまだ感じているように思っております。調査結果を皆さんにお配りできればよかったので

が今回はお持ちできませんでしたので、次の機会があったらと思っております。 

私もこの施設の存在を去年初めて知りました。去年２回ほどこちらの施設見学に来させていただ

きまして大変勉強になりました。私は川俣町の消費研究会の会長なので、うちの研究会で今年もも

う一度来て勉強したいなと思っておりますが、なかなか時間がとれなくて今年はまだ見学できてお

りません。 

会社でも施設でも「インターネットを開いてください」と言われます。ただインターネットを開

ける人というのは限られた人じゃないかなと思います。私達一般の主婦というのはなかなかインタ

ーネットを開いて見てくださいと言われても開けないということもありますので、各町村にこうい

う研究成果があるということを、インターネットでなくて何かの形のチラシのようなものであれば

大変助かるのではないかなと思いますので、その辺も検討をお願いしたいと思います。 

 

〇河津委員長 
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 ありがとうございます。インターネットを使えない方も多々いるわけで、そういった方々に対す

る公表とか、伝え方と言いますか、センターで考えていることがあればお願いします。 

 

〇大山副所長 

 おっしゃる通り、インターネット以外の広報媒体についてもやっていかなければいけないなと思

っておりまして、イベントの開催時にはチラシ等を各小学校を通じて配布させていただいておりま

すが、一般の方向けにも考えたいと思います。現時点で言うと環境創造センターのニュースレター

を各市町村にもお送りしております。その他に地元三春町さんには広報誌に毎月情報を載せていた

だいておりますので、そういうことができないか等検討させていただきたいと思います。 

 

〇河津委員長 

 よろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。他には。 

 

〇金子委員 

 今の高野さんの御意見、本当にごもっともだなと思って聞いていたのですが、我々高齢者になる

とウェブサイトでと言われてもなかなか情報が得にくいと思います。 

資料１の 31 ページに「フェスティバル等を通じた様々な団体の交流機会」と書いてありますが、

これはどういった団体でしょうか。広く情報発信するためにはいろいろな団体にお声がけする必要

があると思います。高野さんがおっしゃたようにここの施設があることを知らなかったという方も

いらっしゃいますので、団体でも知らないところがたくさんあると思います。ですから団体の交流

を図ったというのはどういう団体だったのか。私は婦人会の連合会の代表ですが、この前川俣町の

婦人会の方が見学に来られたと思います。そういったいろんな団体にどのようにそれを伝えていっ

たらいいかと考えておりました。 

 それからもう一つ質問ですが、環境創造の「社会的シナリオの例を構築し」ということで新地町

と三島町でエネルギー方面の取組を行ったということで、具体的にどんなことをしてどんな成果が

あって、それを他市町村にもこれから波及していくのかということをお伺いしたいと思います。 

 

〇大山副所長 

 １点目の各種団体との連携や交流の件でございますが、環境創造センターは環境をテーマにした

事業に取り組んでおりますので、平成 28 年度に県内で活動されている環境に関する団体さんの調

査をさせていただいて、それらの団体さんに案内をさせていただいたところです。その他には県内

で活動している研究機関さんにも声をかけまして、先ほど説明いたしました環境創造シンポジウム

を３月に開催したところですが、その中でそういう団体さんに自分達がやっている活動の成果を自

分達で発表していただいてお互いに情報交流したりとか、そういう形でやらせていただいたという

ことでございます。 

 

〇滝村支部長代行 

 環境創造の新地町及び三島町の取組の件ですが、新地町の方は震災後間もない頃から協力をして
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おりまして、ちょうど新地町のそばに LNG の基地があるということがあります。そこでいろいろエ

ネルギーを使う一環として地域の熱供給に使っていけないかということで、駅前の再開発を進める

中でうまくその地域の熱供給というものを組み入れていって地域全体として低炭素型というか、CO2

排出の少ないようなタイプができないかということでやってきている事業です。これは我々と新地

町で協力をしていこうという協定を交わしておりまして、来年に向けても事業化が進んでいるとい

うところです。 

 三島町の方ですが、三島町さんとは去年の８月に協定を締結して、御存知のとおり奥会津の方で

すから新地と違って開けたというよりは森林資源が豊富だというところがありますので、その森林

資源をバイオマスとして使っていけないかとかいうことを考えていきたいということで検討してい

るところです。 

 いずれも、ここでうまくいったから他でもうまくいくというものではないのですが、そういった

ものをデザインしていく、あるいは評価しながら考えていくといったようなやり方に関して我々が

開発した手法が使っていけないかということで進めているところです。 

 

〇河津委員長 

 ありがとうございました。 

 

〇金子委員 

 今日の評価等を見させていただいて、この４つのモニタリング事業であるとか調査研究であると

か情報収集・発信であるとか、本当に素晴らしい成果を挙げていると思って感心しておりましたの

で、それを皆さんにお伝えしたいと思います。本当にお疲れさまです。 

 

〇河津委員長 

 ありがとうございます。 

 

〇遠藤氏（川上委員代理） 

 今日代理で出席させていただいております、JA 福島中央会の遠藤と申します。よろしくお願いし

ます。 

 私も科学的なことはあまり分かりませんが、毎日県の方から農林水産物の放射線モニタリング検

査結果が来ます。やはり野生のキノコ、あるいは川魚、こういったものがダメだという風に聞いて

います。今現在我々の周辺では、１回家の周りを除染したけれどまたちょっと上がっちゃったとい

うことで、山からなんか飛んでくるのかなとか、そういった疑問もありました。川魚とか野生のキ

ノコとか、山の除染をちゃんとやらないとなかなか食べられないのかなと思うのですがどうなので

しょうか。 

 あとため池等でも、放射性物質は泥の下に溜まっているので上の水をとらない限り大丈夫じゃな

いかとか言われていたのですけど、それについても今回中国地方で大雨が降って、もし万一のこと

があれば沈んだ放射性物質が出てくるのかとか、そういった心配があるのですが、そういった移行

というか、山の放射性物質の移行なり、あるいは川の移行、ため池の水の移行とか、そういったこ
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とがあるのかないのか正式に教えていただきたいと思います。。 

 我々は山を除染しない限りはダメだと聞いていましたが、これはどういう風にすればいいのか。

よろしくお願いします。 

   

〇河津委員長 

 まさに研究テーマとしていろいろな成果が出ていると思いますので、よろしくお願いします。 

 

〇宮原センター長 

 ありがとうございます。フェーズ２のところで申し上げようと思っていたのですが、まさに今お

っしゃられたところで、地上に沈着したセシウムの７割が森林にありまして、林縁部を除いて除染

がなされてないという現状で、セシウムがある状況で長期的にその森林からのセシウムがどのよう

に影響するのか、こうしたところが非常に重要と考えておりまして、特にこれから考えていかなけ

ればいけないのは、一旦落葉で土壌に沈着したセシウムがその後木々の芽から吸収されるようなこ

とが起きるのか、もし起きるとするとまた葉に移って、それが落葉してがずっと繰り返される可能

性があって、そうなるとなかなかキノコ類とか川魚とか濃度が下がってこない可能性があります。

チェルノブイリではそうしたことが起きているのですが、日本のように土壌でしっかりセシウムを

捉えているようなところで本当にそんなことが起きるのかといったところがまさにこれから、事故

から 10 年経つようなところで判別ができるのではないかと考えておりますので、そこのところに

非常に力を注いで我々解明していきたいと考えております。まさにそこがフェーズ２で動態研究に

力を入れますと言っているところの１つのポイントになります。そうした取組を続けていきたいと

思っております。 

 

〇遠藤氏 

 ため池等ではやっぱり沈殿しているということなんですか。池の水は全然問題なく 

 

〇宮原センター長 

 ため池も含めて土壌粒子にくっついているものはかなり強くセシウムが取り込まれておりますの

で、大雨の時に土壌粒子も含めて農地にセシウム濃度の高いものが移っていくと、そのものがあま

り好ましくないと思われる農家の方もおられると思いますので、そうした時には水門を管理すると

かということでそういう土壌粒子が移っていかないようにするというようなこともデータとしては

得られておりますので、水門の管理等で注意していけばいいと思いますが、基本的に土壌粒子に捉

えられているものはなかなか農作物には移行していかないと考えております。 

 

〇遠藤氏 

 家の周り、20m くらいでしょうか、放射性物質が飛んでくるとかそういうことってあって上がっ

たりとかするのでしょうか。 

 

〇宮原センター長 
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 この報告の中でも書いておりますが、森林から土壌へ動いてくるものというのは森林全体で沈着

しているセシウムの内の年間で 0.1％程度と、非常に限られています。そういうものが例えば河川

等になりますと森林全体から集まってくるので河川敷の空間線量が上がったりといったことが事故

当時はありましたが、それも現状ではしっかりと下がってきておりますので、そうした懸念もほと

んどなくなってきていると考えております。一方で先ほど申し上げた落葉のものからだと溶けるセ

シウムが一部あります。その溶けるセシウムがどうなってくるのか、これは濃度は非常に低いので

すが、濃度の低いものでもキノコ等には濃縮される可能性がありますので、そうしたものをしっか

り調べていきたいと考えております。 

 

〇本田氏（大槻委員代理） 

 代理出席しました本田と申します。それぞれの調査をしていただいて、着実に成果が積み上がっ

ているという印象を持ちました。その中で情報の発信についてなんですが、やはり今スマホとかイ

ンターネットとかで情報発信されていますけれども、例えば福島市の場合ですと震災後人口は戻っ

たのですが、男性は９千人増えた一方女性は９千人減っています。若い女性が減っておりまして、

そういった方々の潜在的な不安というのはまだまだ強いのではないのかなと思っております。です

から今もいろいろな情報の発信の仕方の中でもっともっと広い、学校だけではなくていろいろな

方々に正確な情報をもっと伝えていかないと、せっかくの調査成果・結果が活かされない可能性が

あると思いまして、それについてはこれからいろいろな工夫が必要だと思いますが、御検討いただ

ければと思います。例えば今年でなくても来年度でも、地元のテレビ局で特番でも作ってもらうと

か、思い切ったことをやってもいいのかなと思います。 

 それから地域の再生とかこれから地域社会のモデルを考える中で、例えば相双地区だと支援機構

がいろいろな活動をしていたり、事業再開の補助金だったり、あるいは帰還のための補助金だった

り、いろいろな事業メニューが動いていますけれども、実際行われている多様な取組を取り込んで

いってモデルを作っていかないと、当該の市なり町でも実際具体化する上でいろんなアイデア  

があると思いますので、いろいろな機関の取組を取り入れて将来のシナリオを担当していただいた

らいいのかなと思いました。 

 それからこれは余談ですが、先日県の障がい者の会議に参加した時に、もしかするとこちらの方

にも情報がきているかもしれませんが、コミュタンに行ったら障がい者の方が分からなかったと。

聴覚障がい者の方です。せっかくの施設ですから障がい者とかあるいは外国人とか、そういった方々

にいろいろな意味でもっと感じてもらうような、そういった工夫も必要なのかなと思いましたので

付け加えさせていただきます。 

 

〇河津委員長 

 はい、ありがとうございます。 

 

〇渡辺総務企画部長 

 まず最初の、もっと情報収集・発信について広く見ていただくというのはまさにその通りだと思

います。こちらでもいろいろな情報を提供してはおりますがも、これで十分だとは思っておりませ
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んので、もっと多くの方々に情報を見てもらえるよう、魅力のある、視覚的にも訴えることができ

るような、そのようなものを検討して発信していきたいと考えております。 

 それからいろいろな事業メニューとの組み合わせ、そういったものを取り入れていったらどうか

というお話しでございましたが、それにつきましてはこちらでも連携を図っていかなければなりま

せんので、そういうものを取り入れたものを発信していけたらということで今後考えていきたいと

思います。 

 ３つ目、障がい者や外国人の方に対する対応ということですが、外国人の方に対しましては今年

度、現在は展示が日本語だけですけれども多言語で表示できるようにということで考えているとこ

ろです。障がい者の方に対してもまさにおっしゃる通りでして、せっかく来ていただいたからには

楽しんで展示物を体験していただけるような、そのようなことはやっていかなければならないと思

いますので、その辺りはしっかりと対応させていただきたいと思います。どうもありがとうござい

ました。 

 

〇河津委員長 

 よろしいでしょうか。よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは時間がだいぶ押しているのですが、次の議題があります。「環境創造センター中長期取組

方針の改定等について」事務局の方から説明お願いします。 

〇渡辺総務企画部長 

 それでは引き続き私の方から説明いたします。資料２－１を御覧ください。Ａ４両面１枚で、フ

ェーズ２中長期取組方針の策定の素案でございます。 

現行の中長期取組方針において、８の「方針の見直し」という項目がございまして、その中で以

下のとおり記載されています。 

 「本方針は、環境創造センターの事業が前例のないものであることや今後の環境変化を考慮し、

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。このため、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、環境創造センターによる事業成果等の評価を行い、その結果を

踏まえて本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。」という記載です。 

 これを受けまして、フェーズ２に向けた中長期取組方針の見直しにおきましては、フェーズ１の

成果や課題を総括した上でフェーズ２以降の方針を記載することで、段階的に推進する事業の全体

像及び達成度の把握や、効率的な課題の解決が可能になると考えております。そのため、裏面に構

成案がございますが、このような形で改定を行うこととしたいと思いますけれども、既存の項目に

つきましても、取り巻く社会情勢の変化等により適宜修正することを想定しております。 

 裏面を御覧ください。構成案の項目が載っております。大項目ということで１から 10 までありま

すけれども、このうちの７と８を除いたものについては現在の中長期取組方針で記載されているも

のです。これに７番ということでフェーズ１の事業評価の概要、８番としてフェーズ２の事業方針

を新規で追加で記入したいという風に考えております。それ以外の１から６、それから９と 10 につ

きましては必要に応じて適宜修正させていただきたいと思います。 

 一番下の環境創造センターの調査研究計画というもの、これも新たに策定することとなります。

これにつきましては、調査研究計画のみで冊子化することも想定しているところでございます。説
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明は以上でございます。 

 

〇河津委員長 

 はい、ありがとうございました。これに対して何か質問ございますか。 

 

〇渡辺研究総括員 

 続きまして資料の２－２、Ａ４縦の１枚の資料を御覧ください。フェーズ２の環境創造センター

長期研究計画の策定について（素案）という資料です。４つの事業のうち調査研究事業につきまし

ては、別途調査研究計画というものを策定おります。これは中長期取組方針に基づいて三機関が取

り組む内容を記載したものです。今現在の計画につきましては、平成 27 年度から 30 年度までのフ

ェーズ１の部分で規定しておりますが、この次のフェーズ２の計画をこれから策定するということ

でございます。 

 具体的には３段目でございますが、今回のフェーズ２の事業方針等を踏まえまして、まずフェー

ズ２で取り組む調査研究課題の設定を進めてまいりたい、その設定に当たってはもちろん三機関及

び調査研究事業を構成する４つの部門の相互に連携する、それから一丸となって効果的に取り組め

るように、例えばフェーズ１で調査研究課題を設定しておりますが、そういったものを集約したり

あるいは統合したりというような再編も併せて行っていきたいと考えております。 

 また計画の構成についてですが、各研究課題等の目的、あるいは実施内容、成果、そういったテ

ーマをより明確にする他、先ほど説明ありましたが調査研究計画のみで別冊というような形で冊子

化するということも想定しながら見直しをしていきたいと考えております。裏面を見ていただきた

いのですが、構成の案ということで右側が今現在の構成になっております。四角で囲った放射線計

測という部門のタイトルがあって、調査研究課題の相関図ということで各部門毎にどんな事業とど

んな事業が関連をして、というようなイメージの図を１枚挟みまして、その後中区分課題、これは

数多いテーマをある程度同じ様な趣旨のテーマということで１つの括りというような形でタイトル

を設定しまして、その後に①、②という風に個別の研究課題を載せております。以下、同じ様に各

部門毎に整理をしておりまして、一番最後に全体の三機関で取り組む研究の連携図を１枚最後に挟

んでいる、というような構成ですが、これを今度の新しい構成案としては、別冊という形で作ろう

ということも考えておりますので、何故この計画をどういう背景で、どういう目的で作るのかとい

った「はじめに」というようなことも入れたい、それから各部門毎に今度のフェーズ２での方針等

も分かりやすく入れていきたい、それから各中区分課題毎に背景、目的、あるいは期待される成果、

スケジュール、そういったものも分かりやすく入れ込んでいきたいということで、最後の方にはフ

ェーズ１からフェーズ２に至る課題の変遷、そういったものも参考資料として付けていきたいとい

う風に考えております。 

表面に戻っていただきますが、今年度でフェーズ１が終了しますので、フェーズ２の開始年度で

あります 31 年度から円滑に進めるように、この県民委員会等で御意見等もいただけるように、これ

から具体的な計画の案を作成してまいりたいと考えております。以上です。 

 

〇河津委員長 
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 はい、ありがとうございました。具体的な計画については今フェーズ１を評価したものに続いて

具体化を進めている訳ですが、何か御意見等ございましたら。 

 

〇箱崎委員 

 今のところではないのですが、フェーズ２のところで一つ気になっていたのが、ボランティアス

タッフの育成とか除染のスタッフという部分がフェーズ２のところの３番の NPO 法人等団体という

ところに書いてありまして、今委員長からあったことにちょっと加えて質問させていただきたいの

ですが、除染関係は終わったという話で、その効果がどのくらいあるのか、報道等を見れば分かる

と思うのですが、今後も継続していく部分があると思います。スタッフが足りないという話があり

ましたが、スタッフが足りないことは私たちの問題ではありません。県職員の皆さんの問題かも知

れませんが、それによって基本であるちゃんとした情報が行き届かないということですが、何故ボ

ランティアスタッフでなくてはいけないのかという理由が分からなかったので、その辺をお聞かせ

願えればと思います。ちょうどフェーズ２のところに書いてあったものですから質問させていただ

きました。 

 

〇河津委員長 

 はい、ありがとうございます。今の質問に対して回答お願いします。 

 

〇渡辺総務企画部長 

 ボランティアスタッフということでございますが、これにつきましては一般の県民の方に当セン

ターでの取組について理解をしていただきたい、センターの外ではなく我々の中に入って、実際こ

のようなことをやっているというようなことを理解していただきまして、その経験を活かしてもら

って対外的に実際こうなんだよということを周知していただくということで、現在の福島県におけ

る正しい情報を広く伝えていただきたい、我々だけではなく一般の方々にもそういう力をお借りし

たいということでこのようなボランティアスタッフの育成というようなことを取り組んでいきたい

と思っております。 

 

〇河津委員長 

 よろしいですか。どうぞ。 

 

〇箱崎委員 

 フェーズ２にボランティアスタッフを育成する取組を継続するとありますが、このボランティア

スタッフというのは誰を対象にどこで活動されるのでしょうか。もう一つはスタッフじゃなくて何

故ボランティアなのでしょうか。私たちの考えではボランティアというのは無償で、その人はタダ

で来るけれども、私たちの周囲にもいろいろな団体があるのですが、なかなかボランティアという

のは長続きしないんです。例えば公園の清掃に関しても、ボランティアでやるというのはその人の

気持ちが失せてその方がいなくなるといつのまにか風化してしまうということもあります。システ

ムが決まっているというのであれば納得できるのですが、ボランティアで育成したスタッフ達がど
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こで活動していくような今後の見通しなのかということをお聞かせ願いたい。 

 

〇河津委員長 

 ページ数で何ページのことを言ってるのでしょうか。 

 

〇箱崎委員 

 資料１－２の③番に「県民・NPO・関係機関等との交流」とあって、ここに書いてあるものです。 

あとこちらの 27 ページにもあります。 

 

〇渡辺総務企画部長 

 まず誰が対象かということですが、基本的には福島県内に住んでいる県民の方一般ということで

す。昨年募集して育成講座を行いまして、確か６名くらいだったと思いますが応募されて育成講座

に参加されました。参加されました方に対して活動場所として想定しているのは、最初にコミュタ

ンのスタッフということで、例えば通常ではなくて年に数回イベントを開催する時にはスタッフが

結構な数必要になりますので、そういうときに都合がつけばスタッフの一員として協力していただ

きたいというようなことでやっております。 

 

〇河津委員長 

 よろしいでしょうか。JAEA と国環研の方からフェーズ２についてもしプラスする内容がありまし

たらお願いします。 

 

〇宮原センター長 

 関連していると思いますが、先ほどの資料２－２で、後ろの方に事業間連携というくだりが下に

書いてあるのですが、調査研究だけやっていればいいという問題意識ではなくて、そうした成果が

いかに住民の方々に届くような形で出されているのかが非常に重要であると考えておりまして、調

査研究と情報発信をしっかり連携してやっていかなければいけないといった時に、先ほどの出前講

座とかあるいはネットだけで出しているのですか、みたいな意見があります。こうしたところを念

頭に、我々も住民の方々と対話をしたりしますと、自分のところはどうなのかと、放射線一般につ

いてはいろいろな情報が出ているけれども、現在自分のところはどうなっているのですかという御

質問をよく受けます。そうした、行った先あるいは情報を欲しがっている先と対応したような形で、

しっかり分かりやすく情報発信しなければいけないなと思っております。一つは自治体とタイアッ

プして、自治体がパンフレット等を配る時に我々の成果を分かりやすく伝える形でそのコンテンツ

に取り込んでいただくとか、あるいはこの創造センターの中でも出前講座を予定していたりしてお

りますので、そうした形でフェーズ２まで待たずとも、今年度からでも取り組んでいければと思っ

ています。以上です。 

 

〇河津委員長 

 よろしいですか。先ほどのボランティアの話に戻りますと、いろいろな形があるかと思うのです
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が、決して無償のボランティアばかりでなくて有償のボランティアもありますし、そういう意味で

は基本的には相手・対象に対していかに伝えるか伝わるか、そういったことを踏まえて事業を成功

させていくということだと思いますので、その辺をフレキシブルな考え方でセンターの方も考えて

いかなければならない。ボランティアというと無償で集めなくちゃいけないという話ばかりではな

いと思います。 

 他にいかがでしょうか。 

 皆さんいろいろな団体から来られてますので、専門家同士の議論は環境創造センターですからい

ろいろあるかと思いますが、他分野の団体は比較的少ないものですから、できれば普段思っている

ようなことで聞いてみたい話等ありましたらぜひ挙げていただければと思いますがいかがでしょう

か。 

 

〇箱崎委員 

 先ほどアンケートという話がありました。２万２千人に平成 23 年度から平成 29 年度にかけてア

ンケートをとりましたということですが、福島県の中のどの辺の小中学校、あるいは全県を対象に

しているのでしょうか。私は PTA を 15 年以上やっていまして、その間の全ての資料、全部持ってま

す。震災の時もある地区の会長で、小学校の時もやっていました。こういう施設が分からなかった

とか、なかなか学ぶ機会が少ないとか、スタッフが足りないということですがボランティアであれ

ばこちらも声かけができるんじゃないかと思います。今言ったアンケートに対してもやはり風評被

害とか風化させないというけれども、僕ら自体が放射線に対して風化しているような気がします。

元々なかったものなのにあって当然で、0.5 だから安心しろとかいうような状況になってるのがち

ょっとまずいなという風に思いますし、加えてその辺の情報が少し足りないので何かあるのかな、

できることがあるのかなとか、その辺りが気になってお聞きしました。 

 

〇河津委員長 

 はい、ありがとうございます。大変貴重な御意見だと思います。センターの方から何か。 

 

〇大山副所長 

 アンケートにつきましては交流棟に来ていただいてる団体さんにという風なものでございます。 

 

〇河津委員長 

 学校関係、PTA 関係含めていろいろな情報が行き渡っている、これは先ほど以来今日の話の中で

も非常に重要な部分で、数多くの意見が出されているところだと思います。ぜひその辺を考えてい

ただければというような感じです。 

 他にもしございましたら、最後に一言ありますか。 

 センターの方から何か、よろしいでしょうか。 

 

〇大山副所長 

 今後の進め方について御説明いたします。冒頭で説明いたしました中長期取組方針の概要の３ペ
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ージを御覧ください。概要の資料の３ページですが、こちらに推進体制という項目がございます。

県民委員会、そして私の方で説明させていただいた連絡調整会議、それからこの中長期取組方針を

策定する運営戦略会議の関係について記載をしておりますが、今後につきましては今日は県民委員

会ということですので、先月開催した連絡調整会議、県民委員会がありまして、来月に運営委員会

の下の幹事会というのを開催することにしておりまして、こちらで原題の取りまとめ、現時点にお

ける方向性の取りまとめ・評価を行う予定でございます。年度末にかけまして今年度の事業等も踏

まえまして再度連絡調整会議、そして県民委員会、運営委員会で最終的な評価、フェーズ２の事業

方針、中長期取組方針の改定をするというような形で考えておりますので、引き続き皆様におかれ

ましては年度末の会議の方でまた御意見をいただきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいた

します。 

 

〇河津委員長 

 はい、ありがとうございました。それでは時間も超過して大変申し訳ございませんでした。これ

をもちまして県民委員会の議事を終了したいと思います。ぜひこの県民委員会で出た意見を集約し

まして、これから運営委員会にもこういう意見があったということを伝えていただければと思いま

すので、よろしくお願いします。 

 それではこれをもちまして県民委員会を終了したいと思います。どうも御協力ありがとうござい

ました。事務局の方にマイクをお返しします。 

 

〇松本 

 ありがとうございました。これをもちまして環境創造センター県民委員会を終了いたします。 

 委員の皆様にお配りした資料につきましては、本日事務局で回収いたしますので、机上に置いて

お帰りください。 

 それから委員の皆様から御希望がございましたら、この後交流棟「コミュタン福島」の見学会を

行いたいと思いますので、御希望の方いらっしゃいましたらお残りくださるようお願いします。 

 それでは皆様本日はお忙しいところお集りいただきありがとうございました。これで終了いたし

ます。 

（以 上） 


