
環境創造センター中長期取組方針 フェーズ２事業方針(案)（調査研究事業）

○廃炉・汚染水対策

○産業・生業の再生・創出

○安全・安心な生活環境の実現

中長期ロードマップ 第２期（汚染水対策、燃料取り出し、燃料デブリ取り出し、廃棄物対策）

生活圏除染、放射性物質対策（ため池・道路側溝等）

イノベーション・コースト構想の実現
国際産学連携拠点の施設整備、実用化開発支援

ロボットテストフィールドの供用開始、ロボット産業集積の実現

中間貯蔵施設等の整備、除去土壌等の輸送の本格化、仮置場原状回復

○風評・風化対策

関連事業の実施

特定復興再生拠点区域等の除染・整備、地域公共交通網の整備

（廃止措置終了までの期間 30～40年後）

「風評払拭・リスクコミュニケーション強化戦略」の策定

ふくしまの新たなイメージ創出、ブランドの再生・構築

第３期

中間貯蔵の開始、県外最終処分の取組

福島県風評・風化対策強化戦略の策定

○環境政策の展開

第五次環境基本計画

福島県環境基本計画（第4次）（H29.3改定）

・低炭素・循環・自然共生の各分野を統合的に達成
・その基盤として「安全」を確保

・地域循環共生圏の創造 ・「世界の範となる日本」の確立
・これらを通じた、持続可能な循環共生型の社会（「環境・生命文明社会」）の実現

・基本姿勢Ⅰ 環境回復の推進
・基本姿勢Ⅱ 美しい自然環境に包まれた持続可能な社会の実現

第四次環境基本計画

資料２－２

H34.4
(2022.4)

H29.4
(2017.4)

H28.4
(2016.4)

H33.4
(2021.4)

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
地域の避難指示解除

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

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）

H30.4
(2018.4)

H31.4
(2019.4)

H27.4
(2015.4)

H32.4
(2020.4)

H35.4～
(2023.4～)

センター整備概要の公表

福島県環境基本計画（第5次）

フェーズ１事業方針 フェーズ２事業方針（案）のポイント フェーズ３の方向性（案）

全
体

・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管
理、放射性物質の環境動態解明など、
県の環境回復に資する喫緊の課題へ
の対応を優先するとともに、環境の
創造に貢献する調査研究についても、
三者が連携・協力して取り組む。

・環境動態や環境創造の部門に重きをおきつつ、引き続き三機関の連携はもとより、国内外の機関等とも連携して調査研究を進める。
・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、第五次環境基本計画に掲げる地域循環共生圏の創造に向けて、
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。

・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。
・情報発信のあり方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・情報発信も推進する。

・安全で安心して暮らせる生
活環境、さらには持続可能
な環境共生型社会の実現の
ために、環境回復・創造に
関する調査研究を国内外の
英知を結集して進める。

放
射
線
計
測

・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

・分析・測定技術の開発

・被ばく線量等の評価手法・モデル開発

・フェーズ１で開発・検討した技術の活用と分析試料に応じた最適化、測定結果の妥当性検証、更
なる技術の高度化、これらを通じた放射性物質の環境影響把握

・フェーズ１で開発された被ばく評価モデルの検証及びモデルの高度化、これらを通じた放射性物
質の環境影響把握

・原発の廃炉措置、除去土壌
等の中間貯蔵等が確実に行
われるよう、周辺環境影響
の把握や将来予測、これら
に関連する技術の開発・高
度化に関する研究に取り組
む。

・安全で安心した生活環境を
実現するための、陸域、陸
水域、生態系等における放
射性物質やその他有害物質
の将来にわたる挙動把握等
の環境回復に資する研究に
取り組む。

・持続可能な環境共生型社会
実現に向けた、環境資源を
活かしたまちづくり、人材
育成、災害マネジメント、
情報発信のあり方といった、
新たな環境創造に資する研
究に取り組む。

除
染
・
廃
棄
物

・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

・除染等に関する継続的な技術支援

・廃棄物等の適正処理・再生利用技
術の確立

・国や市町村等への除染シミュレーションの適用を踏まえたシステムの高精度化と動態研究への実
装、仮置場における除去土壌等の搬出後の原状回復を含めた適正管理手法の検討等

・廃棄物最終処分場及び中間貯蔵施設における放射性核種の挙動把握及び適正処理技術の確立、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・再生利用を放射線リスクに応じて合
理的に選択するツールの開発、除染後のバイオマスの利活用を促進するための技術開発等

環
境
動
態

・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

・移行挙動評価
・移行モデル

・生態系への影響評価

・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解明等の放射性セシウム動態の詳細
把握、放射線計測部門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、移行
挙動評価において得られた知見を活用した放射性セシウム移行モデルの高度化

・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、及
び得られた成果を活用した個体群動態予測モデルの構築、野生生物の保護管理、土地利用変化や
自然災害等による影響の評価・予測研究等

環
境
創
造

・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

・持続可能な地域づくり

・強靭な社会づくり

・自然豊かなくらしの実現
・統合イノベーションの創出

・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

・災害廃棄物や化学物質等による環境リスクを管理するための技術や行政的なマネジメント手法の
開発、検証等

・猪苗代湖内の物質フロー、ストック等の量的評価、森林・生態系管理手法の確立
・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、正確で分かりやすい情報発信のあり方の検討等

１

フェーズ１ フェーズ２ フェーズ３



環境創造センター中長期取組方針 フェーズ２事業方針(案)（モニタリング事業）

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
地域の避難指示解除

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

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）センター整備概要の公表

フェーズ１事業方針
フェーズ２

事業方針（案）
フェーズ２事業方針（案）の

ポイント
フェーズ３の方向性

（案）

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

・国の「総合モニタリング計画」及
び県の「発電所周辺モニタリング
計画」に基づくモニタリング

・帰還促進に向けたモニタリング

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

・国の「総合モニタリング計画」及び県の「発電
所周辺環境モニタリング計画」に基づくモニタ
リング

・除去土壌等の輸送路、中間貯蔵施設等モニタリ
ング

・廃炉作業に応じたモニタリングの強化・拡充

・県民の安全・安心を確
保するため、各種計画
に基づくモニタリング
調査を着実に実施する
とともに、緊急時モニ
タリング体制の充実・
強化に取り組む

環境放射能等モニ
タリングデータの
一元管理、解析・

評価

・環境放射能等モニタリングデータ
の一元管理、解析・評価

・一般環境モニタリングの実施
・測定機器の定期的な校正

一般環境中の有害
物質等モニタリン

グの実施

・県庁関係各課が定める計画に基づく有害物質モ
ニタリング

・中間貯蔵施設、特定廃棄物埋立処分施設及び
大規模火力発電所の環境モニタリング

モニタリングデー
タの一元管理、解

析・評価

・環境放射能に係るモニタリングデータの一元管
理

・測定機器の定期的な校正

緊急時環境放射線
モニタリング体制
の構築・運用

・緊急時モニタリング体制の構築・
検証

緊急時におけるモ
ニタリング体制の

構築・運用

・緊急時モニタリング体制の運用、訓練の実施
・帰還困難区域における林野火災等の突発事象が

生じた場合等のモニタリング

○空間線量率の低減、除染の進捗、中間貯蔵施設等の整備、廃炉工程の見直しを踏まえた「福島県環境放射能モニタリングの方針」の策定

○大規模火力発電所の運転開始

天然ガス発電所（新地町）、石炭ガス化複合発電所（広野町）運転開始予定

【全県モニタリング】
・空間線量率の測定は避難指示が解除された区域の調査を拡充するなど総合的に見直し
・放射性物質濃度の測定を引き続き実施
・除去土壌等の輸送、中間貯蔵施設及び特定廃棄物埋立処分施設のモニタリングの実施 等

【発電所周辺モニタリング】
・廃炉作業に対応したモニタリングの実施
・大気中トリチウム濃度調査の実施 等

＜取り巻く社会情勢＞

２資料２－２

フェーズ１ フェーズ２ フェーズ３

H34.4
(2022.4)

H29.4
(2017.4)

H28.4
(2016.4)

H33.4
(2021.4)

H30.4
(2018.4)

H31.4
(2019.4)

H27.4
(2015.4)

H32.4
(2020.4)

H35.4～
(2023.4～)



環境創造センター中長期取組方針 フェーズ２事業方針(案)（情報収集・発信事業）

○環境放射能等への情報ニーズ
環境放射能等モニタリング情報への依然として高いニーズ

○調査研究成果等の蓄積
原子力災害から８年以上が経過し、様々な研究機関等における様々な環境回復・創造等に関する調査研究成果等の蓄積

○フェーズ１の事業成果等
フェーズ１において実施してきた情報収集・発信事業の成果及び課題の把握

○政府戦略の策定
平成29年12月、政府関係府省庁が「風評払拭・リスクコミュニケーション強化戦略」を策定
➤ 交流棟における情報発信について、本県の風評払拭のための重要な役割を期待

＜取り巻く社会情勢＞

フェーズ１事業方針 フェーズ２事業方針（案）のポイント フェーズ３の方向性（案）

モニタリング
データの収集・

発信

・モニタリングデータの収集整備
・分かりやすい形式で情報発信する体制の構築
・環境放射能モニタリングデータをリアルタイム

で確認できるシステムの整備

・県庁関係各課や国内各機関が有するモニタリングデータの収
集、県民等が分かりやすい形で利用できるモニタリングデー
タの発信

・林野火災等の突発的な事象における、緊急性の高いモニタリ
ングデータの収集・発信体制の構築

・県内外の人々の主観的な安心に
資するよう、多様なニーズに応
えた情報を効果的に発信し、正
確な情報提供や正しい理解の普
及等に取り組む

調査研究成果の
収集・発信

・関係する調査研究成果の収集
・学会等を通じた国内外への調査研究成果の発信
・対話・交流による情報発信機会の創出
・イベント、ワークショップを通した交流

・関連する調査研究成果について、他機関の既存のウェブサイ
トへのアクセスや関連書籍の充実等により幅広く収集すると
ともに、体系的に整理

・ターゲットや目的を明確化した上で、サイエンスカフェやミ
ニ講座、出前講座の開催、交流棟展示室の活用等、調査研究
成果を国内外へ積極的・効果的に発信

・県民との対話・交流機会の創出

環境回復・地域
再生・環境創造
に関する情報の
収集・発信

・除染等による環境回復・地域再生状況の一元
的・網羅的な情報収集・発信

・環境創造に関する情報収集・発信

・環境回復・地域再生・環境創造に関する情報について、他機
関の既存のウェブサイトへのアクセスや関連書籍の充実等に
より幅広く収集するとともに、体系的に整理

・大学等研究機関やNPO、県庁関係各課等の取組状況や成果等
を共有する機会の創出

・環境回復に係る情報を国や地方公共団体等に提供
・長期的な視野での地域再生・環境創造に係る情報の発信

交流棟における
取組

・福島県の現状や放射線に関する知識や研究成果
の発信

・会議、学会、ワークショップ等の開催

・パリ協定やSDGs等の世界的な取組の交流棟展示物への反映
・本県の風評払拭を図るため、主に県外の学校や教育委員会、

旅行代理店等へのPR活動強化

３資料２－２

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
地域の避難指示解除

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

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）センター整備概要の公表

フェーズ１ フェーズ２ フェーズ３

H34.4
(2022.4)

H29.4
(2017.4)

H28.4
(2016.4)

H33.4
(2021.4)

H30.4
(2018.4)

H31.4
(2019.4)

H27.4
(2015.4)

H32.4
(2020.4)

H35.4～
(2023.4～)



環境創造センター中長期取組方針 フェーズ２事業方針(案)（教育・研修・交流事業）

○放射線教育
県内小学校における放射線教育について、学校によっては対応に苦慮
➤ 交流棟における放射線学習は、放射線教育の一手段としての役割を期待

○学校団体による交流棟活用
交流棟を活用する県内学校数は年々増加してきており、県内学校における交流棟での学習への期待は増大

○環境学習への意識の高まり
原子力災害からの環境回復が進む中、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の重要性が増し、環境学習への意識が高揚

○県民等のニーズ変化
社会情勢の変化に伴う来館者や学校等のニーズの変化

＜取り巻く社会情勢＞

フェーズ１事業方針
フェーズ２

事業方針（案）
フェーズ２事業方針（案）のポイント

フェーズ３の方向性
（案）

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
境活動の実施・支援

・年齢や知識の習熟度にあわせた運
営プログラムの作成

放射線等に
関する教育

・県内小学校団体等による交流棟での学習をより
一層推進するため、県教育委員会と連携・協力
し、より多くの学校の交流棟利用を促進

・来館者や学校等の要望や地球温暖化対策等の環
境教育への意識の高まり等の社会情勢の変化に
応じた学習プログラムを作成

・福島の未来を担う人材
育成等のため、福島県
の現状や放射線に関す
る情報を伝え、未来を
創造する力を育むため
の教育・研修・交流に
取り組む

環境の回復・創
造に関する研修

・環境回復等に関する人材育成のた
めの講習会や実務的な研修の実施

・災害環境分野に関する人材育成プ
ログラムの実践

環境の回復・創
造に関する研修

・環境回復・創造に向けた人材育成のため、県庁
関係各課やセンター各事業とも連携して、様々
な対象に向けた講座等を開設

県民・NPO・関係
機関等との交流

・県民、NPO等の交流の場・機会の
創出

・国立科学博物館等との連携による
企画、イベント等の実施

・ボランティア参画に向けた企画の
立案、環境イベントの実施

県民・NPO・関係
機関等との交流

・モニタリング事業や調査研究事業と連携した
ワークショップ等のイベントの開催による県民
との交流

・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

・NPO等関係者のニーズを踏まえた関係者間の
ネットワークの構築

４資料２－２

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
地域の避難指示解除

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

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）センター整備概要の公表

フェーズ１ フェーズ２ フェーズ３

H34.4
(2022.4)

H29.4
(2017.4)

H28.4
(2016.4)

H33.4
(2021.4)

H30.4
(2018.4)

H31.4
(2019.4)

H27.4
(2015.4)

H32.4
(2020.4)

H35.4～
(2023.4～)


