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環境創造センター県民委員会議事録 

 

日時：平成３１年１月２２日（火）午前 10 時～ 

場所：環境創造センター 交流棟 １階会議室 

 

議事 

（１） 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について 

（３） 環境創造センター調査研究計画（フェーズ２）について 

 

○栁沼主任主査 

  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いたします。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栁沼と申します。

よろしくお願いいたします。 

  開催にあたりまして、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 

  角山でございます。まずは雪の中、三春までおいでいただいて、本当にありがとうございます。

環境創造センター県民委員会の開会にあたりまして、一言御挨拶させていただきます。 

県民委員会の委員の皆様におかれましては、日頃より環境回復・創造に向けた当センターの取

組に関しまして、御理解と御協力を賜り大変ありがたく思っております。 

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、計画に基づき着実に行っております。 

特に、交流棟「コミュタン福島」でございますが、平成 28 年７月のグランドオープンからの総

来館者数が 23 万人となりました。これまで研究成果報告会やサイエンスショー、著名人を招いた

シンポジウムなどを開催しましたほか、展示物の更新や外国語による表示も行いまして、その成

果がこの 23 万人につながったものと思っております。 

当センターの取組につきましては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、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

策定することとしております。 

今年度は、このフェーズ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における事業評価について報告させて

いただくとともに、フェーズ２の事業方針について説明をさせていただきます。 

委員の皆様におかれましては、忌憚の無い御意見を賜りまして、活発な意見交換をさせていた

だけたらと思います。本日はよろしくお願いいたします。 
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○栁沼主任主査 

  続きまして、県民委員会の委員の改選が昨年の 12 月にございましたので、新たに委員になられ

た３名の方を御紹介させていただきます。 

福島県消費者団体連絡協議会から御推薦のありました、髙野イキ子委員でございます。本日は

代理として田崎様に御出席いただいております。 

次に、一般財団法人福島県婦人団体連合会から御推薦のありました、阿部君江委員です。 

最後に、福島県商工会連合会から御推薦のありました、佐藤敏文委員です。 

続きまして、議事に入る前に本日の出席委員数について報告いたします。代理出席の方も含め

まして出席委員数が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。なお、遠

藤委員におかれましては、所用により途中で退席されますので、御了承願います。 

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

ただきまして、不足等ございましたら事務局までお申し付けください。なお、資料の一番最後に

別紙ということで、事前に皆様の方に御報告いたしておりました資料から若干の変更点がござい

ますので、御了承いただけますようお願いいたします。 

  続きまして、議事に移らさせていただきます。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項に基づきまして、河津委員長にお願いいたします。 

  

○河津委員長 

  みなさんおはようございます。雪の中、お疲れ様でございます。 

フェーズ１が終わってフェーズ２に向けてということで、節目の県民委員会でございます。是

非いろいろな忌憚のない意見をいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

それでは議題の方に早速入っていきたいと思います。議題１の環境創造センターフェーズ１事

業評価についてということで、事務局の方から説明お願いします。 

 

○大山副所長 

  環境創造センター副所長の大山と申します。まず初めに私の方から本日の委員会の開催趣旨に

つきまして、改めて御説明させていただきたいと思います。お配りしております参考資料の１の

「センターの中長期取組方針」のところをご覧ください。 

  座って説明させていただきます。 

  ２ページをお開きください。当センターにおきましては、的確かつ効果的・効率的に取組を推

進することができるよう、平成 27 年度から 36 年度までの 10 年間の基本的な事業方針として「環

境創造センター中長期取組方針」を定めております。併せまして、当センターの事業が前例のな

いものであることや、今後の環境の変化を考慮いたしまして、27 年度から 30 年度までのフェー

ズ１、31 年度から 33 年度までのフェーズ２、34 年度から 36 年度までのフェーズ３の３つのフ

ェーズによる段階的な方針を策定して事業に取り組むこととしております。今年度は当センター

におけるフェーズ１の最終年度となりますので、フェーズ１の事業を評価した上で社会環境等の

状況変化を踏まえまして、フェーズ２の事業方針を策定する必要がございます。このことにつき

ましては、本日委員会の議事としておりますので、委員の皆様におかれましては、何卒忌憚のな
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い御意見をお願いしたいと思います。 

  なお、本日御議論いただく内容につきましては、御意見等を踏まえまして資料等の修正をさせ

ていただいた上で、２月に開催する予定でございます運営戦略会議におきまして、正式に策定の

運びとなりますので、ご承知おきください。 

  続いてフェーズ１の事業成果及び評価につきまして、事務局より説明させていただきます。説

明は当センターの柱となる４つの事業、調査・研究事業、モニタリング事業、情報収集・発信事

業、教育・研修・交流事業の順番で行いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

〇渡辺研究総括員 

  県センター研究部の渡辺でございます。どうぞよろしくお願いいたします。着座にて説明させ

ていただきます。 

  まず最初に、お手元の資料１－１と１－２、こちらの１－１を中心に説明をしたいと思います。

「フェーズ１の事業評価」というところでございます。資料１－１をおめくりいただいて、２番

の調査・研究事業について御説明いたします。 

  ２ページ目の右上のイメージ図をご覧ください。フェーズ１、平成 27 年から今年度までの４年

間の調査・研究事業の方針を示しております。県の環境回復に資する喫緊の課題への対応と環境

の創造に貢献する研究に取り組む、としております。具体的には４つの部門に分けておりまして、

放射線計測、除染・廃棄物、環境動態、環境創造の４つの部門で、それぞれ調査・研究事業の運

営ですとか調整を担うために部門長を、外部有識者でございますが置きまして、その下で取り組

んできたところです。県を始め、ここに入っております JAEA（日本原子力研究開発機構）さんと

NIES（国立環境研究所）さんの三機関で情報交換をしながら役割分担の下、連携して成果を活用

できるようにこれまで取り組んできたところです。更には、IAEA（国際原子力機関）の方からも

助言をいただく等、様々な研究機関とも連携をしてきたところです。 

  その結果につきましては、左側の「主な取組と成果」ということでまとめております。一つ一

つは時間の関係もございますので説明は省略しますが、ここに記載されておりますような知見あ

るいは成果といったものは、市町村さんの御協力の下で進めてきたものが非常に多くて、その成

果につきましてはアウトリーチ実績ということで外向けの周知活動といったものにまとめてお

りますが、市町村担当者説明会ですとか、あるいは個別に市町村に訪問して説明させていただく

他、成果報告会等を通じて広く公表したり、あるいは各種学会での発表や論文、ホームページ等

で公表しております。 

  これらの取組全体に対しまして、それぞれ部門長に評価をいただいております。それを集約し

た形で左下にまとめております。ポイントとしましては、これまで４年間で得られた技術開発で

すとか、様々な手法の確立、あるいは実態把握等に一定の進展・知見が得られたということ、そ

れらの行政施策への反映ですとか、ひいては県民の不安解消の一助になっているとの、一定の評

価をいただいているところです。 

  しかしながら一方では今後の課題としまして、開発された測定ですとか分析手法の現場での適

用、更に最適化であるとかレベルアップを図るような高度化といった点、あるいは廃棄物埋立処

分後の放射性セシウムの移動評価ですとか除去土壌等の安全性評価、あるいは環境中の放射性物
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質の移行挙動解明ですとか野生生物への影響把握等、放射性物質の挙動把握ですとかあるいは動

態解明、そういったことにつながるような研究課題、さらには持続可能な地域社会デザインに係

るような横断型研究、といった環境創造分野についての研究についても今後取り組む必要があろ

うといったような指摘もされたところです。 

  これらの取組にあたりましては、様々な機関等との連携強化、あるいは研究成果の社会実装で

すとか情報発信の強化、そういったことについても併せて指摘を受けておりまして、これらにつ

きましては次期フェーズ２の方針を検討する上での基本的な考え方とさせていただきます。 

  各部門毎に補足いたします。 ３ページ目のスライドになります。 

始めに放射線計測部門では、右上のイメージ図に記載しておりますが、三機関で合計 13 の個別

テーマに取り組んだところです。左側には様々な知見ないし成果を箇条書きで載せております。

例えばストロンチウム 90 等について、迅速に測定する技術開発に一定の成果等が得られている

ところです。今後の課題としては、これら開発された分析手法の適用拡大や最適化、あるいは高

度化を図って、環境動態解明につながるような取組が必要であろうというようなことが指摘され

ております。 

４ページのスライド、ここは除染・廃棄物部門になります。こちらも合計 13 の個別テーマに取

り組みまして、その知見及び成果としては、除染で出た除去土壌等の仮置場での保管が現状とし

て長期化しているといったことがありまして、フレコンバッグと言われているような資材の耐久

性について検討したところですが、現状においてその耐久性に問題はないということを確認して

おります。今後の課題としては、これらの調査や評価したものへの取組の継続、あるいは様々な

開発されたシステムの高精度化、といったものを動態研究へ実装していく、更には得られた成果

を住民の方々に分かりやすい形で公開していく、そういった点について御指摘をいただいたとこ

ろです。 

５ページは環境動態部門です。ここは右上のイメージ図にございますが、三機関で 17 の個別テ

ーマに取り組んだところです。その知見及び成果としましては、森林からの放射性セシウムの年

間流出量が植物等の植生、地形、土壌によらず沈着量の１％未満であること、あるいはその大部

分が林内のリター層と言っておりますが、落ち葉等が堆積した層ですとか土壌の中に留まってい

ると推測されることが明らかになったところです。また若干特筆すべき点としまして、左側の中

ほどに※印として、突発事象への対応ということで載せておりますが、一昨年の４月末に浪江町

と双葉町にまたがります十万山というところでの林野火災が発生しまして、火災後の線量率の分

布や放射性セシウムの流出率、下流の河川水中での濃度等、三機関が連携して調査を行い、現状

ほとんど変化がなく、影響もほとんどないだろうというようなことが確認されております。その

ような取組を行っております。今後は継続的な移行挙動の解明等の御指摘をいただいております。

更には現場や研究機関の壁を越えた成果の一層の統合ですとか、部門間の連携強化といったもの

が望まれるといった御指摘をいただいております。 

６ページは環境創造部門でございます。こちらは合計で 10 の個別テーマに取り組んだところ

でありまして、例えば環境に配慮した町づくりとしまして、分散型のエネルギーシステムの最適

化を目指した取組を新地町というところで試験的に取り組んで適用し、町の駅前周辺の復興支援

計画の策定を支援した取組実績等もございます。今後の課題としては、中長期の復興計画を支援
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すべく持続可能な地域社会デザインに係る横断型研究といったものに継続して取り組む、あるい

は生活環境と産業の整合する暮らしを実現するための取組や、持続可能地域社会のデザインの推

進、こういった点をより進めていく必要があるというご指摘をいただいております。 

以上、調査研究事業のフェーズ１における取組、成果、事業評価ということでございますが、

詳細につきましては資料１－２の方に載せておりますので御確認ください。調査研究事業につき

ましては以上でございます、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

〇河津委員長 

  引き続き説明お願いします。 

 

〇関谷放射能調査課長 

  放射能調査課長の関谷と申します。本日調査・分析部長の冨永が所用により欠席しております

ので、私の方から代わりまして説明させていただきます。着座にて失礼いたします。 

  モニタリング事業におけるフェーズ１の取組と成果につきましてですが、お手元の資料１－１

の７ページをご覧ください。 

  まず主な取組と成果ですが、１つ目として、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・運用についてであります。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

ング計画に基づき、テレメータによる常時監視、あるいは学校・公園等における環境放射線のモ

ニタリングを着実に実施いたしました。 

２つ目として、環境放射能等モニタリングデータの一元管理・解析評価についてであります。

この点につきましては、専門家を含むモニタリング評価部会におきましてモニタリングデータを

解析・評価を実施した後、すみやかに結果の公表を行いました。また南相馬にございます校正棟

におきまして、サーベイメータ等の校正を実施しております。また県計画に基づく大気汚染や水

質汚濁防止法に基づく一般環境中の有害物質等のモニタリングにつきましても実施いたしたと

ころです。      

３つ目、緊急時環境放射線モニタリング体制の構築・運用についてですが、代替オフサイトセ

ンターに指定されております交流棟におきまして、緊急用の発電機を平成 28 年度に整備してお

ります。また、緊急時モニタリング体制の構築・検証や要員の技能向上のために原子力発電所事

故に係る訓練等におきまして、中核機関として参加し要員の技能向上に努めました。 

また、先ほど研究部からもお話がありましたが、一昨年の帰還困難区域内での林野火災におき

ましてモニタリングを実施いたしました。 

主な取組と成果については以上の通りですが、主な評価としては、きめ細かなモニタリングに

より県民の安全・安心の確保に寄与するとともに、避難区域の変更・見直しの検討と復興支援の

基礎資料としての活用が図られました。 

今後の課題としては、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、避

難指示区域の状況等に応じた事業内容の見直しと共に、県民等のニーズを踏まえた分かりやすい

形式での情報提供に努めること、また、調査研究事業、情報収集・発信事業並びに県庁関係各課

を始めとする関係各機関との連携強化が必要と考えております。 
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モニタリング事業につきましては以上です。よろしくお願いいたします。 

 

〇河津委員長 

  引き続きお願いします。 

 

〇渡辺総務企画部長 

総務企画部長の渡辺でございます。私からは、続きまして情報収集・発信事業、さらに教育・

研修・交流事業について御説明させていただきます。着座にて説明させていただきます。 

お手元の資料８ページをご覧ください。情報収集・発信事業における主な取組と成果、ここに

記載されております通り４つの点について取り組んでまいりました。 

１つ目、「モニタリングデータの収集・発信」でございますが、情報ポータルサイトや放射性物

質モニタリングデータの情報公開サイトの構築・公開に取り組んでまいりました。また、リアル

タイム線量計システムのデータを取得いたしまして交流棟「コミュタン福島」の展示コンテンツ

において公開いたしました。 

「調査研究成果の収集・発信」でございますが、学会での発表や論文出版、刊行物等、様々な

方法によりまして調査研究成果を発信いたしました。またセンターの本館や研究棟への施設見学

の受入れ、成果報告会、サイエンスカフェ等も実施し情報の発信に努めたところです。 

３つ目の「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、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 団体等を招致しまして、

環境創造シンポジウムを開催いたしました。 

交流棟における取組ですが、常設の展示や各種イベントの開催により、放射線の知識、県内の

環境回復の現状、調査研究成果等に関する情報の発信をしてまいりました。 

下の左側、主な評価ですが、各種モニタリングデータにつきましては、ウェブサイトや交流棟

において情報発信し、一定の現状理解の促進に寄与することができたと考えております。調査研

究成果や環境回復における収集情報につきまして、様々な場面で発信することができました。 

交流棟につきましては、先ほど所長の方の挨拶でもございましたが、昨年 12 月末までに約 23

万１千人の来館者を迎えることができました。展示等によりまして放射線やの環境についての現

状の理解の促進に努めてまいったところです。 

今後の課題でございますが、モニタリングデータにつきましては、県民等のニーズを踏まえた

データ収集やよりわかりやすい形式での情報発信に努めていく必要があると考えております。ま

た関係機関のネットワークを活用した情報収集や情報発信につきましても、より一層効果的な手

法について検討していく必要があると考えております。 

調査研究事業の成果につきましても、より一層国内外への発信の強化に努めていく必要がある

と考えております。 

交流棟につきましては、県内だけではなく国内外広く周知、来館促進のための PR 活動の強化 

を図っていく必要があると思っております。 

情報収集・発信事業についての説明は以上でございます。詳細につきましては資料１－２の 32

ページから 39 ページに記載しておりますので、ご覧ください。 
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続きまして９ページをご覧ください。教育・研修・交流事業について説明いたします。  

主な取組と成果ですが、記載の通り３つの点について取り組んでまいりました。 

まず１点目の「環境放射能等に関する教育」ですが、交流棟におきまして放射線や環境の学習

に必要な展示、それから見学学習のプログラムや体験研修プログラムを開発してまいりました。

県内小学校等団体に対して展示等を活用した放射線教育の学習活動の推進に寄与してまいりま

した。それから三機関の連携により出張講座を開催したり、「放射線に関するご質問に答える会」

を引き続き実施いたしました。 

「環境の回復・創造に関する研修」ですが、除染業務講習会の開催、除染アドバイザーや環境

アドバイザーの派遣、サイエンスコミュニケーター育成講座の開設、それから大学や高等専門学

校における講義等を実施いたしました。 

「県民・NPO・関係機関との交流」ですが、環境教育フェスティバルやシンポジウムを通して、

高校生や NPO、研究機関の交流機会の創出に努めてまいりました。それからふくしまサイエンス

プラットフォームへの参画や、国立科学博物館との協力連携等も図ってまいりました。 

主な評価といたしまして、交流棟における県内小学校の来館者の推移ですが、県内小学校の来

館者の実績は平成 28 年度は 185 校でしたが、平成 29 年度は 267 校、平成 30 年度、今年度は 11

月末時点ですが 251 校の来館実績となっております。また人材育成につなげる取組といたしまし

て講習会の開催や専門家派遣等で寄与してまいりました。 

今後の課題ですが、来館者や学校等の要望を踏まえた学習プログラムや研修プログラムの見直

し、あるいは新規の開発等について検討していかなければならないと考えております。 

またネットワークにつきましても交流ネットワークの拡大・連携を密に図っていかなければな

らないと思っております。また、県内の小学校等団体の交流棟での学習をより一層推進していく

ために、県の教育委員会とも連携をより一層密にいたしまして、交流棟利用促進についての取組

を図っていく必要があると思っております。 

  詳細につきましては、資料１－２の 40 ページから 47 ページに記載されておりますのでご覧い

ただければと思います。教育・研修・交流事業についての説明は以上でございます。 

  

〇河津委員長 

  ありがとうございました。引き続いてまとめについてお願いします。 

 

〇大山副所長 

  一番最後の 10 ページをご覧ください。フェーズ１事業の総合的な評価でございます。こちらの

総合的な評価につきましては、部門長の評価でございます。個別のそれぞれの４つの事業につき

ましては、今ほど説明をさせていただきました内容と重複いたしますので、割愛させていただき

ます。 

一番最後の段落をご覧ください。 

  全体といたしまして、放射性物質により汚染された環境の回復及び県民が将来にわたり安心し

て暮らせる環境創造の達成に一定程度貢献できたのではないか、一方で関係機関間及び各事業間

における更なる連携が必要ではないか、という評価をいただいてるところでございます。 
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  以上をもちまして、フェーズ１の事業につきましての説明を終了させていただきます。よろし

くお願いします。 

 

〇河津委員長 

  ありがとうございました。環境創造センターは御存知のように連携研究機関として JAEA と国

環研があるわけですが、何か追加でありましたらお願いします。 

 

〇宮原センター長 

  ここで挙げられていないもので加えてトピックスとして、来年３月に常磐線が全線開通します。 

それに向けて国は駅周辺の先行解除を目指しておりますが、昨年９月に内閣府から依頼を受けま

して、駅周辺での無人ヘリコプターによる詳細なモニタリング、更にはその結果に基づきまして

実際滞在した時の外部線量評価を行いまして、これを内閣府にお答えし、それをエビデンスとし

て内閣府は原子力規制委員会にその先行開業に向けた放射線防護対策をとりまとめて報告をし、

新聞報道でも大きく取り上げられたものでございます。我々の取組はこうした形で黒子的な役割

を果たすということがございますけど、住民の方々の安全・安心に向けて日々取り組んでおりま

すので、よろしくお願いいたします。 

 

〇河津委員長 

  ありがとうございました。国立環境研究所さんお願いします。 

 

〇福田支所長 

  国立環境研究所の福田でございます。特段付け加えることはございませんが、新任の方もいら

っしゃるということで、極々簡単に私共の紹介をさせていただきたいと思います。私共国立環境

研究所は昭和 49 年に設立された、環境省の国立公害研究所を端に発します、環境問題を幅広く研

究しております研究所でございまして、本部は茨城県のつくば市にございます。私共福島支部で

は災害究と言いまして、中身は先ほど事務局さんから御説明させていただいたように廃棄物の関

係、それから環境部会、それから環境にやさしい街づくり、さらには将来の災害に備えた、災害

に強い社会づくり、ということをさせていただいております 

  私共現在は独立行政法人でございまして、JAEA さんも一緒だと思いますが、独立行政法人とい

うことで、毎年外部の専門家の方からの評価を受けた上で主務大臣、私共の場合は環境大臣の評

価を毎年受けておりまして、ここでは環境創造センターとしての評価の話をさせていただきます

が、別途いろいろな評価を受けているということを御紹介させていただきたいと思います。 

 

〇河津委員長 

  ありがとうございました。それではフェーズ１についての評価につきまして、委員の方から質

問、それから御意見ありましたらどうぞ。 
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〇箱崎委員 

  お世話になります。福島県ＰＴＡ連合会副会長の箱崎と申します。 

  何点か確認したい事項があったのですが、普通の保護者の立場で質問させていただきますと、

まず確認したかったのが現在のモニタリングポストの数というのが、資料を見たのですけど記載

がなかったのでお聞きしたかったのですが、モニタリングポストの数と設置状況、例えば詳細な

方の資料を見ると増設ということで記載されているのが全部で 13 基と書いてあるんですけれど

も、実際増設する前にどれだけ敷設されているのか聞きたかったのが１つです。それからモニタ

リングポストの設置状況、マップな的なものがついてなかったので、大まかにどこに何がという

ことではありませんが、中通り、浜通り、会津と分ければ当然浜が多いと思うのですが、それが

２つ目の質問です。 

  それともう１つは、資料を読み返していたら放射性廃棄物の減容化の開発というのがありまし

た。今どちらかというと事故が起きた時よりも廃炉に向けていろいろな動きもありますし、テレ

ビで報道されている汚染水の話等もあると思うので、放射性廃棄物の減容化というのは具体的に

どんなものなのかということを例を挙げてご説明いただきたいと思います。 

  まずその３点についてお聞かせ願えればと思います。 

 

〇河津委員長 

  それでは今の質問に対してよろしくお願いいたします。 

 

〇関谷課長 

  箱崎先生の方からご質問いただいたモニタリングポストの件ですけれども、今手元にデータが

ございましたのが 29 年４月現在というものですので、その数字についてお答えさせていただき

ますと、福島県設置のものと国設置のものがあるのですが、福島県設置の発電所周辺のモニタリ

ングポストについては 42 基で、浜通りが 38 基、中通りが４基、併せて 42 基というのが発電所周

辺のモニタリングポストの監視になっています。会津方部については発電所監視ポストはゼロと

なっております。他に環境放射能の水準調査というものがございまして、全県的な放射能の水準

を測定するためのモニタリングポストが別にございまして、そちらが 11 基、浜通りの方は相双・

いわき合わせて２基、会津の方も会津・南会津合わせて２基、中通りの方が７基という内訳にな

っております。この他、可搬型のモニタリングポストであるとか、テレメータシステムによるデ

ータ収集を常時行っていないようなシステムがその他 105 基ほどございまして、福島県の設置し

ているモニタリングポスト等については 158 基というのが、平成 29 年４月１日現在の状況とな

っております。 

 

〇河津委員長 

  おそらく今聞きたかったのは県全体でどのくらいかという話だと思うのですが。 

 

〇箱崎委員 

  今の回答でも結構です。 
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〇河津委員長 

  よろしいですか。規制庁の方がおそらく 3,000 ですとか圧倒的に多いモニタリングポストを抱

えているので、そのような話をしていただいた方が全体像が見えるのではないかと思うのですが。 

 

〇関谷課長 

  先ほどご説明したのは福島県設置のモニタリングポスト等についてですが、今ほど河津委員長

からご案内ございました通り、原子力規制庁が直接県内で設置して測定しているモニタリングポ

スト等がございます。合計数だけを申し上げますと、同じく平成 29 年４月１日現在で 3,575 基

ございます。方部別となるとすぐには計算できませんが、見た感じでは浜通り、中通り、会津で

浜通りが若干多いかなという感じはいたしますが、大きな差はなく県内一円に設置されていると

言ってよろしいかと思います。 

 

〇河津委員長 

  資料の中に書いてある増設という部分で何基というものはありますか。 

 

〇関谷課長 

  詳細につきましては平成 28 年度に、これは県のモニタリングポストになりますが、リアルタイ

ムダストモニタを２基増設しております。また平成 29 年度にモニタリングポスト３基を増設し

ております。先ほど申し上げたのは平成 29 年４月１日現在の数字ですので、28 年度が重複する

格好にはなりますけれども、29 年度モニタリングポスト３基を県の方に追加して考えていただけ

ればと思います。 

 

〇河津委員長 

  よろしいでしょうか。あとおそらくネットの方から見ますと場所であるとか数であるとかとい

うのはリアルタイムでわかると思います。 

  次の質問よろしいでしょうか。廃棄物の減容化ですね。 

 

〇大原研究総括 

  資料１－２の 20 ページ辺りに書いてございますが、減容化というのは膨大に出た除染廃棄物

の量を減らして、今後の処理・処分をしやすいようにするという、そういうプロセスで非常に重

要な取組であります。いくつか技術の開発を行っておりまして、一つは熱処理、燃やして減らす

技術の開発、その中には除去土壌の磁気分離試験あるいは草木林の試験等を行って、それらを総

合して減容化を図っていこうという取組をこの３年間非常に積極的に進めてきたところでござ

います。 

 

〇河津委員長 

  よろしいでしょうか。 
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〇箱崎委員 

  減容化について質問したのは、多分汚染されているものもあると思うのですけど、土と、水と、

というのは小中学校のＰＴＡの保護者の立場で言うと学校から避難させているし、報道される汚

染水でも置く場所がないという話だったので、評価のところに減容化を進めるという風に書いて

あったので、ああすごいなと、具体的にどんなことをやってるのか、水が全くなくなるのか、土

はどうなるのかということを聞いておきたいと。廃炉ということで、どうなるんだというところ

をお聞きしたいと思いました。 

 

〇大原研究総括 

  放射性物質はなくなりませんので、放射性物質を含んでいる廃棄物の量をグッと減らすことに

よって、後で処理・処分しやすくなる、そういうプロセスに関する研究をしたということでござ

います。 

 

〇河津委員長 

  他にいかがでしょうか。 

 

〇川上委員代理橋本氏 

  ＪＡ中央会の川上の代理の橋本と申します。よろしくお願いします。 

今ほどのフェーズ１の事業評価の中で、いろいろな立場から調査研究なり、教育・研修・交流

まで幅広く取り組まれているというのは分かったのですが、事業評価ということで入っていた中

で２点ほど質問したいのですが、１つは情報発信のところの次の課題認識の中に、分かりやすい

情報発信手法の検討というのがあるのでそこに期待したいなと思っているのですが、こういった

調査研究の一般の県民にとっての一番の関心事は、例えば２ページの主な評価のところにある

「県民の様々な不安解消に貢献」とか、あるいは「県民の安全・安心の確保に寄与する」という

ことが一番なんだろうと思っているところです。その部分が、事業評価としてこういう評価をし

ている訳ですが、厚い方の冊子でどういった手法でもってその辺のところを把握して、それをど

ういった形で県民に発信してこういう風な評価がされたのかという点を、あれば伺いたいなと思

っておるのが１つです。 

  それから２点目は、これも大変興味深い取組として見たのですが、教育・研修・交流事業の部

分で県内の小学校の過半数になる学校が見学をしているということですが、１つは、残りのあま

り興味がない学校と言いますか、そういった学校への働きかけというのを今後やっていく予定が

あるのかどうか、更には県外の、冊子を見ると横浜とか東京の教育委員会の教職員研修をやって

いるとか、そういった部分も期待できるのかどうか、更に今日のバスを見ると中国かどこかの視

察とか、そういった外国人の受入れ等も、教育旅行やインバウンドと連携した取組の可能性があ

るのかどうか、その辺２点をお聞きしたいと思います。 

 

〇渡辺総務企画部長 

  まず情報発信の方法でございますけれども、どうしてもネットとかそういったものが中心にな
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ってしまう傾向にありますが、前回の県民委員会の中でも、ネットではなくて紙ベースのもので

わかりやすく情報発信をして欲しいという御意見もございましたので、それにつきましてはセン

ターの方でもニュースレターを定期的に発行したりとか、地元三春町や田村市の広報誌に情報を

掲載させていただいたりとか、アナログ的な部分につきましても工夫して情報の発信に努めてい

るところでございますが、調査研究の部分というと専門性が強いというところもありまして、と

っつきにくいところもあるかと思いますので、そのあたりはどのようにすれば分かりやすい伝え

方になるのかという引き続き考えながら実施していきたいと思っております。 

  ２つ目の教育・研修の関係の御質問ですが、小学校の来館数は、どうしても地域的に見ますと

中通りや浜の方は多いけれども会津の方は少ないというのが実態でございます。我々といたして

も、各管内で行われております校長会に出向きまして交流棟についての PR など今年度もさせて

いただいたところですけれども、引き続き放射線教育の重要性を訴えていくためにもそのような

活動はしてまいりたいと思っております。また県外に対する PR・周知でございますが、県で行っ

ております教育旅行の誘致活動にセンターも参加して、県外の小中学校を訪問してこういう施設

がありますよという活動をしておりますし、関東圏の教育委員会や旅行会社・エージェントを訪

問いたしまして、PR 等をさせていただいたところです。その結果、東京都のエージェントを訪れ

た効果といたしまして、杉並区の中学校が今年の５月に修学旅行で来たいということで、事前に

下見に来たりとか、そのようなことがありますので、少しづつではありますけれども効果が出て

きているのかなと思います。引き続き県外の教育委員会やエージェントに対する働きかけも行っ

ていきたいと思います。 

  外国につきましてはたまたま今日タイのバンコクの方から来ておりましたけれども、これ以外

にも韓国とかオーストラリアですとか、少しづつですがそのような実績がございます。大変あり

がたいことだと思いますので、これからもこのような形で来ていただいて、福島の実態・状況を

周知していきたいという風に思っております。 

 

〇河津委員長 

  ありがとうございます。よろしいでしょうか。 

   

〇橋本氏 

県民の不安解消にどういう風な形で貢献したというのは何か把握したデータとかはあります

でしょうか。 

 

〇渡辺研究総括員 

  直接的に例えば県民アンケートをとったとかいう部分ではございませんけれども、県政世論調

査等で安全・安心な県土づくりについてというような調査項目で毎年やってございます。そうい

った中で「長期にわたる健康不安を感じていますか」というような設問で、直接的にこの調査研

究事業がそれに対して 100％対応しているということではございませんが、平成 26 年度、このセ

ンターができる直前の段階では「不安を感じている」が 51％強でございましたが、昨年度 30 年

度ですと 35％となっております。時間的な経過等々様々な要因があろうかと思いますし、当然こ
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このセンターの取組だけではなく、国・県全ての総合した取組の結果そういう数値的なものにな

ってきていると思いますが、来館者数、あるいは来館者へのアンケート等を見ても、一定の評価

もあるようですので、そういった総合的な観点から部門長の評価としてこのようなコメントをい

ただいた、ということでございます。 

  

〇河津委員長 

  遠藤委員が途中退席ということですので、意見等ありましたら、質問等も含めましてお願いし

ます。 

 

〇遠藤委員 

  橋本委員と同じように、県内の今住んでいるこの状況が安全なのかどうかということをしっか

りと県民に伝えるということがまず大事だと思います。鏡石町には県立岩瀬農業高校がございま

して、昨年オランダに研修に行きました。その報告を受けましたが、当地の大学生 30 人に福島県

の農産物は安全と思いますかと聞いてみたところ、30 人中 30 人が福島県の農産物は安全でない

と言った、ということで相当大きなショックを受けて帰ってきたということでした。これが今の

現実じゃないかなと思います。安全・安心をどう伝えるかということが、これからの課題なのか

なと。そういう中で 27 年からこういった調査事業を行ってきたというのは素晴らしい結果だと

思います。 

  私は３月 11 日の後、３月 29 日に、町独自に調査を行いました。これはヨウ素、セシウム量を

茨城の専門機関で測りました。一番高い所で鏡石町でもヨウ素もセシウムも５cm で１万くらいあ

りました。２～３週間過ぎていますから、ヨウ素は多分一番高い所で４万、５万くらい。そうい

う中で、うちの町がどういう風な状況に置かれているかということを知ろうとした。報道されて

いる飯舘とか、そういうところと比較して我が町はそれよりは安全だなと、そんな確認をしなが

らやってきました。学校用地は相当少なかったのですが、そういったことで調査をして、８月に

もう一度同じ場所を調査をして、ヨウ素はもちろんゼロだったということを確認をしました。線

量計が当時はうちの町でも４か５くらいありました。いわきは多分 20 以上ありました。でもいわ

きもうちの町も県内はほぼ同じでした。やはりそこを分けながら、しっかりとしていかなければ

ならないなと私は思います。もう一つ私が取り組んだのは、うちの町は小さな町なので原発事故

の１年後、500ｍのメッシュで 524 か所測りました。２年後、３年後、３回測りました。３回測っ

てようやく基準値より下がった、それを全て町民に配りました。いかに安全性を訴えるか、この

福島県で穫れた農産物は安全だと発信していくことが大事だなと、そういったことをこの環境創

造センターの中で活かしていければありがたいな、ということを申し上げます。 

 

〇河津委員長 

  ありがとうございました。ぜひ茨城県の調査でなくて福島県の環境創造センターに御相談して

いただければ、おそらく答えてくれるのではないかと思います。 

  今非常に重要な話が出てきたのですが、最終的には後からまたいろいろな議論をしたいと思い

ます。ここは次に進めさせていただきたいと思います。 
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  それでは議題の２番目につきまして、環境創造センター中長期取組方針の改定についてという

ことで、事務局の方から説明を求めます。 

 

〇大山副所長 

  最初に資料２－１の方をご覧ください。こちらは中長期取組方針の改定案の概要でございます。 

２ページをご覧ください。全体的なものなので、変えているところだけ御説明いたしますと、

２ページの一番下のところ「各フェーズ以降の事業方針については、各フェーズにおける三者の

取組成果等を総合的に評価し、社会情勢等の変化も考慮した上で改めて策定する。」という形にな

っております。この部分は、フェーズ１が終わりましたらフェーズ１だけの評価という記載だっ

たため、このように直させていただいております。 

  それから３ページの方をご覧ください。方針の推進体制でございます。１行目について「環境

の回復の推進と美しい自然環境に包まれた持続可能な社会の実現の連携を具現化するための取

組を主体的かつ総合的に行い、本方針を推進する。」となっております。従来は「環境の回復と創

造の取組を主体的かつ総合的に行い、本方針を推進する。」となっておりましたが、より分かりや

すくというところと、29 年３月に福島県の環境基本計画が改定されましたので、その表現に合わ

せたものでございます。 

  続きまして変えたところを申し上げます。５ページをご覧ください。中長期にわたる事業方針、

10 年間の方針でございますが、モニタリングのところ、２行目の「一般環境中の有害物質等モニ

タリングについても着実に実施する。」という形で、従来は「環境放射能等」という言葉でしたが、

有害物質等のモニタリングについても特出しするという形で変えさせていただいたところです。 

  これが全体的なことでございます。続きまして、６ページの「フェーズ２の事業方針」につい

て御説明いたします。 

  まずモニタリングですが、今ほど申し上げましたように②番として「一般環境中の有害物質等

のモニタリングの実施」ということで、従来３本立てでやっていたものを１つ特出ししたような

形としております。 

  続きまして７ページです。調査研究事業につきましては４つの柱でやっていくということにつ

いては変わりございませんが、図の中で環境動態と環境創造の方、色を濃くしたものと矢印を大

きくしております。こちらの趣旨は環境動態・環境創造に重きを置くということを表したもので

ございます。併せて赤字で書いてあるところでございますが、「関係機関との連携」を強調してお

ります。こちらにつきましてはフェーズ１の課題を踏まえたものでございます。併せて３つの機

関・４つの部門が相互に連携し一丸となって効果的に調査研究に取り組むため、この４つの部門

の中の課題につきまして集約・統合等の再編を実施したところです。詳細については後程御説明

いたします。 

  それから８ページの情報収集・発信でございます。こちらにつきましては引き続き４つの取組

を行うこととしておりますが、フェーズ１の課題として事業間連携のところを強調させておりま

す。併せて効果につきましても、従来は「風評の防止」ということで、未然防止的なものを掲げ

ておりましたが、「福島県の風評払拭」ということで、修正をさせていただいております。 

  次に９ページにまいりまして「教育・研修・交流」でございます。基本的な柱の３つについて
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は変わりございませんが、①番のところ、従来は「環境放射能等に関する教育」という形で記載

しておりましたが、一般的に使われております「放射線等に関する教育」という形に修正してお

ります。併せて、関係事業や関係機関との連携を強調すると同時に、事業の効果を下の方に３点、

「福島県の風評払拭」「環境回復・創造のための人材育成」「交流ネットワークの構築」というこ

とで記載しております。 

  それから、「フェーズ３以降の方向性、事業の評価、方針の見直し」でございますが、今回新し

くフェーズ３以降の方向性についても記載しております。２段落目の「そのため」のところでご

ざいますが、「フェーズ２における取組の進捗状況や社会情勢等の変化を踏まえつつ、フェーズ３

以降においても、県、原子力機構、国環研の三者が緊密な連携・協力の下、国内外の英知を結集

して４つの事業を推進していく。」ということを明記しております。それから一番下の方の「方針

の見直し」のところにつきましても見直しをしておりますが、先ほど冒頭のページで御紹介した

ものと重複いたしますので割愛させていただきます。詳しいフェーズ２の取組につきましては、

各部の方から御説明させていただきます。 

 

〇河津委員長 

  引き続いてお願いします。 

 

〇渡辺研究総括員 

  続きまして調査研究事業につきまして、フェーズ２の事業方針について考え方を説明いたしま

す。お手元の資料２－２のＡ３の大きな紙１枚を折りたたんでございますが、こちらをご覧くだ

さい。フェーズ２調査研究事業について御説明いたします。 

  基本的には先ほどフェーズ１の事業評価の中で明らかになりました課題をベースとしまして、

震災後これまでの間の取り巻く社会情勢の変化等を加味しながら、別途整理したところでござい

ます。構成としましては上半分に時間軸に沿ってこれまでの主な出来事を示し、下半分にフェー

ズ２の方針の案ということでポイントを記載したところでございます。若干上半分の時間軸に沿

ったところですが、ポイントだけ申し上げますと赤字で記載しておりますが平成 29 年の３月４

月にかけまして帰還困難区域を除いた地域で避難指示が解除されたこと、それから昨年３月に計

画に基づく生活圏の除染、いわゆる面的除染が終了したといった、本県の復興が着実に進展して

いるというようなことがございます。   

  それから下の方のオレンジ色あるいは黄色のような部分に記載しておりますが、環境の回復で

すとか復興と関係のある重要なポイントとしまして、これまでの状況、これからの予定といった

ものを明示しております。１つ目が「廃炉・汚染水対策」でございます。２つ目が〇印をつけて

おりますが「風評・風化対策」、３つ目が「安全・安心な生活環境の実現」、それから４つ目とし

ては「産業・生業の再生・創出」。これ以外にも様々な関連する項目がございますが、当センター

がこれから進めていく事業に関わるようなものを記載してございます。そしてこれら環境全般を

貫く土台・ベースとなります環境政策の展開ということで、段を区切って示しております。 

  右の方に行きますと第五次環境基本計画というものを記載しております。これは国が昨年の４

月に策定、閣議決定したものですが、そういった中に例えば「地域循環共生圏の創造」、様々な地
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域資源を活かして自立分散型の社会を形成するというようなこと、それから地域の属性に応じて

お互いの補完をする、補い合うあるいは支えあう、そういった社会を形成していこうというよう

な概念が新たに出てきている、そういった情勢の変化がございます。そこで、復興が集中復興期

間から復興・創生期間へと新たなステージに移行したということと同調するように、環境面にお

いても未来の環境回復という緊急対応中心から徐々に中長期的な視点に立った環境影響である

とか環境動態といった概念をやっていくということ、それから更には新たな未来志向の環境創造、

先ほど申し上げた地域循環共生圏の創造、そういったものを目指す、そういうステージに軸足が

移りつつある、そのように現状を分析しております。 

 そこで、このような背景を踏まえまして先ほどの事業成果、評価、あるいは課題、そういった

ものプラス取り巻く社会情勢の変化ということで、下半分の中ほどに「フェーズ２事業方針（案）

のポイント」ということで記載しております。この中身については、大きくは３つのポイントが

ございます。まず１点目としては、放射線計測、除染・廃棄物、環境動態、環境創造の４つの分

野・部門につきましては引き続き継続をしながら様々な機関あるいは事業との連携を密にしなが

ら取り組んでいく。２つ目としましてはそういった取組の成果については先ほど以来御指摘をい

ただいておりますが、しっかりと伝わるように、発信のあり方を含めた、そういった取組が必要

であるということ。それから３点目は更に２つに分けますと、いわゆる環境状態というのが事故

前の状態に戻りつつありますけれども、先ほど県政世論調査のお話をさせていただきましたが、

そういった結果を見ましても、まだまだ県民の方々の安心感を醸成するというところまでにはも

う少し時間がかかる、息の長い対応が必要であろうと、そのためにはやはり情報を出すだけでは

なくて情報が伝わるというような伝達であるとか、研究成果がしっかり社会実装されるようなこ

とが重要でございますので、放射性物質の挙動解明ですとか、あるいは環境動態に関する研究に

力を入れていく、力点を置いていく必要があるだろうという風に考えております。２つ目は仮に

事故前の状態に戻ったということで、それで終わりかというとそうではなく、更によりよい環境

へステップアップさせていく、そのためには地域循環共生圏の創造あるいはそういった新たなス

テージを目指した取組、そういったものに軸足を移していく必要があるであろうというようなこ

とから、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力点を置

いていく必要があるだろうと考えております。 

 それらをまとめましたのが中ほどの上の部分でございますが、ここでは・が４つになっており

ますが大きくは３つ、１つ目が放射性物質に汚染された環境の回復と未来志向の地域循環共生圏

の創造を目指しまして、特に環境動態と環境創造分野に重きを置きつつ、調査研究を進めていく

ということ、２つ目としましては、研究の効果的な推進のために、研究開発された技術等の様々

な分野での活用はもとより、様々な機関間・事業間とのより一層の連携を意識して取り組むとい

うこと、それから３点目としましてはそういった研究成果の社会実装を始め、風評払拭を意識し

ながら情報をしっかりと伝えられるような情報伝達・情報発信、そういったものに取り組む、そ

ういったことにまとめたところでございます。 

 各部門毎の取組については以下に記載の通りでございます。更に詳細につきましては資料２－

３の方に記載しておりますので、御確認をいただければと思います。調査研究事業につきまして

は以上でございます。よろしくお願いします。 
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〇河津委員長 

  ありがとうございます。引き続きお願いいたします。 

 

〇関谷放射能調査課長 

  モニタリング事業のフェーズ２事業方針（案）につきまして御説明させていただきます。お手

元の資料２－２の２ページ目から始まる、ホチキス止めのＡ４横の資料を御覧ください。 

まず資料の上の方の黄色い四角で囲われた部分、＜取り巻く社会情勢＞という部分がございま

すのでそちらを御覧ください。 

  この＜取り巻く社会情勢＞の２つ〇がございますが、１番目の〇、「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」という情勢の変化がございます。こちらの「福島県環境放射能モニタリングの方

針」につきましては、平成 30 年２月に策定されておりまして、その方針の内容については同じく

＜取り巻く社会情勢＞の１つ目の〇の下の囲いの部分に記載しております。全県モニタリングに

ついて総合的な見直しであるとか、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、発電所周辺のモニタリングとして廃炉作業に対応したモニタリング実

施、大気中トリチウム濃度調査の実施等、今後中長期的な５年間のモニタリングの方針について

定めた文書になっております。 

  また、同じく＜取り巻く社会情勢＞の２つ目の〇といたしまして「大規模火力発電所の運転開

始」でございますが、新地町におきまして天然ガス発電所が 2020 年に運転開始予定となっており

ます。また広野町におきましても石炭ガス化複合発電所が 2021 年に運転開始予定というような

状況を踏まえまして、フェーズ２の事業方針案といたしました。 

  ＜取り巻く社会情勢＞の下の方に、中ほどに「フェーズ２事業方針（案）」ということで記載し

ております。左側の「フェーズ１事業方針」が３つございまして、「フェーズ２事業方針（案）」

の方で４つになっておりますが、「フェーズ２事業方針（案）」の２つ目に「一般環境中の有害物

質等モニタリングの実施」というものを特出ししたために４つになっております。その右隣の「フ

ェーズ２事業方針（案）のポイント」の方を御覧ください。下線を引いた部分が今回フェーズ２

事業方針（案）のポイントとして変化した部分ですが、まず「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」につきましては、社会情勢の変化を踏まえまして、除去土壌

等の輸送路、中間貯蔵施設等モニタリングに対応してまいりたい。もう一つ、廃炉作業に応じた

モニタリングの強化・拡充といったものに取り組んでまいりたい。そのように考えております。 

  また、２つ目の事業方針である「一般環境中の有害物質等モニタリングの実施」につきまして

は、中間貯蔵施設、特定廃棄物埋立処分施設、あと先ほど御紹介いたしました大規模火力発電所、

それらの環境モニタリングに取り組んでまいりたいと考えております。 

  また、１つ飛ばしますけれども「緊急時モニタリング体制の運用・構築」につきましては、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のモニタリングに関しまして、関係機関

と連携して取り組んでまいりたいと考えております。 

  その他アンダーライン以外の部分につきましては、フェーズ１から引き続き取り組んでまいり

たいと考えております。  
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  以上概要の説明をいたしましたけれども、詳細につきましては資料２－３の 16 ページから 17

ページに詳細な記載がございますので御確認ください。よろしくお願いいたします。 

 

〇河津委員長 

  ありがとうございます。引き続きお願いいたします。 

 

〇渡辺総務企画部長 

  引き続きまして、情報収集・発信事業について説明させていただきます。同じく資料２－２の

３ページを御覧ください。情報収集・発信事業におきまして、＜取り巻く社会情勢＞につきまし

て、上の方に４つほど記載しております。 

  まず１つ目が「環境放射能等への情報ニーズ」でございますが、モニタリング情報に対しまし

て、そのニーズは依然として高いものがございます。「調査研究成果等の蓄積」につきましては、

原子力災害から間もなく８年を迎えるということで、これまでの環境回復・創造等に関する調査

研究事業の蓄積がなされてきているところでございます。「フェーズ１の事業成果等」につきまし

て、先ほど御説明いたしました通り成果や課題について整理がされました。４つ目、「政府戦略の

策定」でございますが、平成 29 年度 12 月になりますけれども、政府が「風評払拭・リスクコミ

ュニケーション強化戦略」というものを策定いたしまして、その中において交流棟「コミュタン

福島」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が期待されているという

ような記載がされたところです。 

 これらを踏まえまして、フェーズ２の事業方針でございますけれども、左側の項目４つにつき

ましてはフェーズ１をそのまま引き継いだ形となっております。最初の「モニタリングデータの

収集・発信」ですが、引き続きモニタリングデータの収集、県民が分かりやすい形で利用できる

発信に加えまして、モニタリング事業のところでも説明ありましたが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・発信体制の構築について努めていきたいと思

っております。 

 ２つ目の「調査研究成果の収集・発信」につきましては、引き続き関連する調査研究成果につ

いて幅広く収集し、体系的に整理していくとともに、サイエンスカフェやミニ講座、出前講座等々

の手段を活用しまして効果的に発信していきたいと思っております。 

 「環境回復・地域再生・環境創造に関する情報の収集・発信」でございますが、web サイトの充

実により幅広く情報を収集し体系的に整理していきたいと考えております。また大学等研究機関

や企業、県庁関係各課との取組状況や成果等を共有する機会を創出していきたいと考えておりま

す。 

 「交流棟における取組」でございますが、放射線だけではなく環境を守るという部分で現在パ

リ協定ですとか SDGs（持続可能な開発目標）というような世界的な取組が始まっておりますので、

そのようなものも加えた展示物への反映というものも考えていきたいと思っております。また改

めて風評払拭を図るために県外の学校、教育委員会、旅行代理店等への PR 活動も更に強化してま

いりたいと思っております。 

 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。４ページを御覧くださ
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い。 

 ＜取り巻く社会情勢＞でございますが、４点挙げさせていただきました。「放射線教育」でござ

いますが、本県におきましては県の教育委員会が放射線教育を行っている、指導されているとこ

ろでございまして、交流棟における放射線学習が１つの手段として重要な役割が期待されている

ところでございます。 

「学校団体による交流棟の活用」でございますが、交流棟を活用する学校数が増加してきてお

りますので、交流棟の役割・期待は大きくなってきていると思われます。 

「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一方、環境に配慮した取組、

持続可能な地域環境づくりの重要性が増してきているということでございます。それに伴う県民

等のニーズも変わってきていると思います。 

これらを踏まえましたフェーズ２の事業方針でございますが、３つの項目のうち一番最初の項

目は「環境放射能等に関する教育」から地球温暖化等の環境教育への意識というものを踏まえま

して「放射線等に関する教育」に改めました。「放射線等に関する教育」につきましては、従来通

り県の教育委員会との連携協力を図って交流棟の利用を促進するとともに、新たな環境教育の意

識の高まりや社会情勢の変化に応じた学習プログラムを作成していきたいと考えております。 

「環境の回復・創造に関する研修」につきましては、様々な対象に向けた講座等について開設

してまいりたいと思っております。 

「県民・NPO・関係機関等との交流」につきましては、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等によって県民等との交流の機会を設けていきたいと、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等にも努めてまいりたいと思います。最後になりますが

NPO 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についても努めてまいりたいと思

っております。 

以上、「教育・研修・交流事業」について説明させていただきました。よろしくお願いします。 

 

〇河津委員長 

  ありがとうございました。連携研究機関の方から追加ありましたらお願いします。 

  JAEA の方から。 

 

〇宮原センター長 

  フェーズ２がどういう期間かと申し上げますと、原子力機構にとって見ると 2020 年度の末で

復興特会が終了いたします。要するに我々の予算の拠り所がなくなります。しかしながら先ほど

御意見にもありましたように森林に７割方のセシウムが沈着している状況で、それが時間的にど

う変化してくるのかというのは住民の方々、安全・安心にとっても非常に重要な課題と考えてお

ります。そういう意味で我々の取組としてはまず環境動態研究の重点化を図る、更には業務の効

率化を図っていく、更に復興拠点の取組を含めて外部資金を積極的に取りに行ってそれでこうし

たフェーズ２にしっかり取り組んでいきたいと考えております。以上です。 
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〇河津委員長 

  ありがとうございました。それでは国環研から補足ありましたらお願いします。 

 

〇福田支部長 

  私どもからは特にございません。国立環境研究所全体としては別途中長期計画というのがあっ

てこれに従って取り組んでいるということだけ申し上げます。ありがとうございます。 

 

〇河津委員長 

  ありがとうございました。それではフェーズ２につきまして方針ということで、３年間の方針

になりますけど、委員の方から御質問・御意見等ありましたらお願いします。 

 

〇田崎氏 

  県消費者団体の田崎と申します。今日はありがとうございます。 

  フェーズ１からフェーズ２ということで、いろいろ伺いました。それで、フェーズ１もすごい

研究とか調査をなさっていて、その成果も上がっていると思います。まずこれまでのものという

のは日本の中ではここしかないと思いますので、それの発信をきちんとしていくことがとても大

事になると思います。その場合に発信ということではインターネット等では皆さんご覧になれる

と思うのですが、私どもが震災後毎年行っているアンケートでは、どういったところから情報を

得ていますかということに対して、高齢者の割合が多いのですけども、確かにどちらかというと

地元の広報誌、それから新聞から得ています。それから最近増えてきたのがインターネットとか

ということがあります。そうするとインターネットにたどり着けない方へのフォローがまずは求

められるのかなという風に思います。そのやり方を少し考えて欲しいなと思っています。広報誌

とか新聞の活用としては地元紙の２社がありますので、できればそういったところに定期的にコ

ラム欄であるとかこちらのお知らせといったものがあると多くの県民の方の目に触れることが

できるので、できれば報道機関にお願いして無料で載せてもらえるといいのではないかという風

に思っています。それからその発信の仕方としては、市町村が実施するイベントがありますし、

公共の施設等のロビー等を活用していただけると、そういったところに来た人たちが見ることが

できます。ですから調査研究したものがまとまっているパネル等があれば、希望するところに貸

し出しをしていただくとか、見ただけでは分からない方への説明が何かあったらいいと思ってお

ります。あとはこちらの交流棟の方のいろいろな展示物、何回か見させていただいておりますが、

シアターは充実してきていて、最初１つくらいしかなかったのが今５つくらいになっているので

しょうか、そうすると何回か来た人も興味が持てますし、展示物の定期的な更新もないと、１回

来て同じとなってしまいますので、そういった工夫も必要かなという風に思っております。  

 また、先ほどモニタリングポストの件がありましたが、モニタリングポストは中通りに集中し

ていて、会津はそれよりは少なく、浜通りも少ないのかなという風に思っておりました。もし違

っていたら教えて欲しいのと、モニタリングポストの配置の見直しが今言われておりますが、当

団体でも今年でアンケート調査７年目になって今年 1,400 名から回答いただいてるんですがこれ

に対しても皆様の意見が反映できたらいいかなと思っております。それは２月８日に公表します
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ので、それ以降にどういった県民の意見があるのかというのをお伝えできたらいいかなと思って

おります。 

 あとモニタリングポストの配置の見直しの時には性能であるとか、今までのポストの配置を見

直す時には正確に測れているかといった話も出てくると思うのですが、そういったこととか新た

なものを購入するのかとか、地元の見ている方は不具合になるというのを NHK とかで放送してい

て、それを見て心配している方もいらっしゃいます。これは本当に正確に表示されているのかな

という疑念もあったりするので、きちんとメンテナンスしているといったことも、しているので

あればきちんとお伝えしなくちゃいけないかなという風に思っております。ですから先ほど言っ

た発信の仕方とかモニタリングポストのことについてとか、そういったことを教えていただけれ

ばと思います。お願いします。 

 

〇河津委員長 

  はい、ありがとうございました。具体的な計画については次の議題になるかと思いますが、今

方針について、結構重要な話がいくつかあったと思いますが、例えば展示の定期的な交換である

とか、モニタリングポストの配置の見直しであるとか、田崎さんのおっしゃたことでフェーズの

方針の中で触れられているかどうか、私も読み切れなかったので、併せて方針の中でどういう風

にこれからやるということを明記されているかどうか、確認したいと思います。 

 

〇渡辺総務企画部長 

  交流棟の展示の関係ですが、シアターの方につきましては今おっしゃられた通り県のオリジナ

ル番組の他に国立科学博物館で放映されているものも協定に基づきましてこちらで放映してお

りまして、数的には充実させていただいております。展示室の更新でございますが、まず数字的

なものにつきましては、極力データにつきましては最新のデータにするよう心掛けてるとともに、

最近外国からの来館者も多いということもございますので、多言語化ということで外国の方にも

分かりやすくするというようなこともやってきております。展示物につきましてはこれでいいと

いうことではなくて更に環境についての新しいコンテンツがあればそういうものについても今

後検討してより充実させていければと考えております。 

  それから情報発信の関係でパネル等の貸出というお話ございましたけれども、地元では三春駅

にそういったパネルを展示させていただいておりますけれども、地元だけでなくより広域的にそ

のようなことができないか、貴重な御意見いただきましたので検討させていただきたいと思いま

す。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。計画の次に具体的な施策の説明の後にこのフェーズについて

も併せて議論したいと思いますので、時間の都合もございますので次に進めさせていただきます。 

  それでは、議題３ 計画についての説明をお願いします。 
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〇渡辺研究総括員 

  それでは続きましてフェーズ２における調査研究計画について御説明いたします。お手元の資

料で３－１と３－２がございます。基本的には３－１を中心に概要について御説明いたします。 

  この調査研究計画は中長期取組方針に基づきまして３年間の取組内容を記載したものでござい

ます。今回中長期取組方針の改定に合わせまして改めて策定されますフェーズ２の事業方針に基

づいて今回策定しようとするものでございます。資料３－１の下の右上に四角で囲ったスライド

の２番目をご覧ください。 

  具体的に取り組む研究課題やテーマの設定につきましては、先ほど御説明しましたフェーズ２ 

の事業方針（案）に基づきまして、フェーズ１の事業評価結果ですとか今後の課題とされた内容 

等を踏まえて、これまで三機関で設定してきたところでございます。それらを合わせまして更に 

役割分担あるいは連携といった視点で醸成をしつつ、更には三機関以外の外部の、大学や研究機 

関といったところとの連携等を視野に入れまして全体を俯瞰しながら醸成してきたところです。 

  それからスライドの一番下に２行ほど書いてございますが、これまでフェーズ１で設定しまし 

 た課題やテーマの一部につきましては、ある程度同じようなテーマ同士を集約しまして中区分課 

題という風に呼んでおりますが、そういった中区分課題ですとかあるいは個別の研究テーマにつ 

いて集約又は統合等といった見直しを同時に進めてきたところでございます。 

  それから時間の関係で詳細は省略しますが、資料３－２には具体的に文章化した計画書の形に 

しておりますが、これの実効性につきましても研究課題へ取り組む背景や目的、あるいはどんな 

内容に取り組むのか、それに取り組んだ結果どのような成果が期待されるのか、そういったこと 

についても明確にするような全体構成としたところでございます。 

 それでは資料３－１をおめくりいただいて、スライドの３番にまいります。全体のイメージで 

ございますが、先ほど少し説明いたしましたけれども、４つの部門体制は引き続き維持すること 

としつつ、例えば健康影響の分野や、農林水産系の分野であるとか、様々な分野にわたって国内 

外の研究機関との情報交換をしながら、連携を深めながら、取り組んでいこうというようにして 

おります。下のスライド４番が調査研究計画に係る課題の全体像を示したものでございます。軸 

足を真ん中の縦のライン、環境動態、環境創造、ここに重きを置きつつ、両サイドに配置しまし 

た放射線計測や除染・廃棄物部門、そういったところで知見や成果といったものが技術的な側面 

からも中心のラインを支える、そのようなイメージでございます。そして更に全体に関しまして、 

一番下の方に黒で囲っておりますけれども他の事業との連携や、あるいは関係する機関との連携 

等についてもより具体的に示したところでございます。 

 おめくりいただいて次のスライド５ページからでございますが、ここからは各部門毎にどのよ 

うな研究テーマに取り組んでいくのかということでございます。１つ１つの説明は省略いたしま 

すが、まず放射線計測全体としましては、スライド６番ですけれども、中区分の課題を右側の赤 

で囲った通り２つに再編して、三機関で合計７つのテーマに取り組むこととしております。廃炉 

作業の進展に合わせまして周辺環境への影響把握の観点から放射線ですとか放射性物質の監視・ 

測定手法の高度化等を進めること、それを通じまして放射性物質の環境影響把握や挙動把握、そ 

ういったことに取り組むというようなこと、それから避難されている住民の方の帰還に資するよ 

うな将来予測を行ったり、得られた成果を一般の方に周知していく、そういったことを中心に取 
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り組んでいこうとしているものでございます。 

 おめくりをいただいてスライドの７番でございます。放射線計測部門の構成図として、中区分 

課題を各テーマ別に関連性等を示したものでございます。ページが飛びますが、スライドの９番、 

これ以降につきましては中区分・課題毎に背景、目的を示しまして、それにぶら下がる個別の研 

究テーマについてその概要とスケジュールを示してございます。一つ一つの説明は省略いたしま 

すが、例えば放射線計測部門の最初の中区分課題①ということで「分析・測定技術の開発」とい 

う中区分課題については、「背景・目的」は四角で囲った通りでございまして、個別の研究課題に 

つきましてはスライド中盤で①、その下のスライドの中盤で②、③というような形で個別に取り 

組む内容、主なスケジュール等を示してございます。 

おめくりいただいてスライドの 11 番ですが、中区分としてのトータルの取組によって期待さ

れる成果、あるいは他との連携のイメージを示してございます。 

以下、中区分課題の２つ目はスライド 12 番から以下のような形で整理をしたところでござい 

ます。 

 飛びますがスライド 17 番からは除染・廃棄物部門について同様な形で整理をしてございます。

除染・廃棄物部門につきましても中区分課題を２つに再編しておりまして、三機関で合計８つ 

のテーマに取り組むこととしてございます。特定復興再生拠点区域における空間線量率の将来予 

測や適用性の評価ですとか、予測手法の構成、そういったものを通じまして放射性物質の動態解 

明への活用に取り組むというようなこと、あるいは陸水域における放射性物質の蓄積状況等の把 

握を行いながら効果的な放射性物質対策を検討すること、あるいは除去土壌や汚染廃棄物等の保 

管、中間貯蔵、減容、再生利用、処分、そういったことに関する研究等を行うということにして 

ございます。19 ページ以降、構成図、具体的な内容等については先ほどの放射線計測部門と同様

でございますので、御確認いただきたいと思います。 

 再び飛びますが、スライド番号 29 番、ここからが環境動態の部門でございます。こちらは中区 

分課題を３つに再編しまして、三機関で合計 12 のテーマに取り組むこととしてございます。環境 

動態ということでございますので、これまで得られました知見の一層の集積あるいは精緻化を図 

りながら放射性セシウム等の動態の詳細把握や評価に取り組んでいくこと、あるいは様々なモデ 

ルですとかモニタリングシステムの構築や高度化等を進めまして、生活環境や生態系への直接・ 

間接の影響評価等を行うことにしてございます。スライドの 31 番以降構成図、あるいは具体的な 

運用につきましては先ほどの放射線計測部門や除染・廃棄物部門と同様な形で記載しております。 

 スライド 45 番が環境創造部門になります。これにつきましては中区分課題をこれまでの３つ 

から４つに再編をしまして、三機関で合計 10 テーマに取り組むということにしてございます。将 

来社会シナリオの開発やエネルギー事業の支援研究等を進めまして、一般に活用可能なように手 

法を開発していこうということ、それから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、試行的な実践等を通じまして検証や評価を行っていく、それから本県を代表する湖でござい 

ます猪苗代湖の水環境保全のための、物質収支等に着目した水質汚濁のメカニズムを解明したり、 

それに対する対応策等を研究していこうというようなことを計画してございます。47 番以降が構 

成図とか具体的な内容については、先ほどの３部門と同様に示したところでございます。 

 資料３－１につきましては以上ですが、もう一つの資料３－２を御覧ください。 
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資料３－２は調査研究計画の本編になっておりまして、最初に目次がございましてその次に「は 

じめに」となっております。基本的にはこの調査研究計画はこれまで中長期取組方針と一体化さ

れておりましたが、今回は分冊化してこの計画だけでもある程度内容がわかるようにしていこう

ということで、「はじめに」にこれまでのフェーズ１で取り組んできた経過ですとか成果、あるい

はこの間の社会情勢の変化や、フェーズ３以降を見据えた上での当面のフェーズ２の方針、フェ

ーズ２で調査研究計画、どういった点に力を入れていくのかというようなこと、そういったもの

を少し長くなっておりますが、要約して盛り込んでおります。 

 １ページ目以降は先ほど説明したものと重複しますが、各部門毎に各部門としての方針、それ 

から下に構成図というようなことを示しております。そして２ページ目以降が中区分課題毎に背 

景、目的や研究課題について若干詳細に記載しております。そのような構成で各部門毎に記載し 

ておりまして、最後の方になりますが 35 ページにフェーズ２の調査研究課題の全体像を一覧と 

して再度載せてございます。そして 36 ページから最後 39 ページまで、各部門毎にフェーズ１で 

取り組んだ研究課題とフェーズ２で取り組む課題・テーマについての変遷という形で一覧として 

載せてございます。このような構成でフェーズ２の調査研究計画を策定しようと考えてございま 

す。 

 私の方からの説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

〇河津委員長 

  ありがとうございました。調査研究については JAEA の方から追加事項ございますか。 

 

〇宮原センター長 

  特にありません。 

 

〇河津委員長 

  国環研は何かございますか。 

 

〇福田支部長 

  特にございません。 

 

〇河津委員長 

  かなり外部的に深堀りされていますし、かなり内容の濃い、見てすっとわかるようなものでは 

ないかと思いますが、具体的にこのような研究を進めていくというフェーズの話かと思います。

これらを併せまして、日頃思われていることも含めて計画に感じたこと、また意見等ございま 

したらどうぞ遠慮なくお話ししていただければと思います。 

 

〇佐藤委員 

  今ほど話あったように難しい分野でちょっと分からなかったというのが正直な感想なのですが、 

基本的な考え方として環境動態・環境創造に重きを置いた調査研究にかじを切っていくというの 
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は理解できますし、それでよろしいと思います。廃炉の見直しに合わせたモニタリングというの 

がモニタリングの方で出てきたと思うのですが、双葉地区、特に避難指示が解除になった地区に 

おける土壌とかの測定といった調査研究をなさる予定はあるのかというのが分からなかったと 

いうのが１つ、この環境創造とか動態とかという領域の中でやられるのかどうかというのが１つ、 

それから先ほど国の方から話がありましたように、森林の部分なりため池の部分というのがやは 

り我々農民のみならず一般の県民の方にもかなり不安というか分からない領域じゃないかと思 

っています。現実的に会津の方のキノコとか山菜もまだ出荷制限あるいは摂取制限がありますし、 

県内の川魚もそうなので、その辺のメカニズムというのが分かった上で除染しないと言っている 

のか、それともまあ問題ないと言っているのか分かりづらいので、その辺ところを研究部門等で 

どのように整理したのかということを伺いたい。 

 

〇渡辺研究総括員 

  御意見ありがとうございます。まず森林の関連でございますが、今現在国の復興庁の予算等を 

使いまして里山再生事業ということで農林水産部が取り組んでおりまして、県内 14 市町村でモ 

デル的に取り組んでおります。そういった知見等がまだ事業継続中でございますので、その中で 

例えば今までですと宅地の周辺の森林が中心でございましたけれども、キノコ栽培用のホダ木を 

設置するホダ場ですとか森林内の一般の公園とか、そういったところ等についての除染をしなが 

ら影響を把握する、そういったものを里山再生事業ということで取り組んでおりまして、当然放 

射性物質対策プラス森林林業の再生といった視点も必要になってきますので、それらを総合的に 

モデル事業として取り組んでおりますので、それらの成果も踏まえながら具体的にどういった対 

応が可能かということで、現時点においてはまず情報をしっかり収集していこうということで、 

考えてございます。 

  それからキノコ等のことについても、当然センターの中で三機関として連携をしながら取り組 

んでいく部分ではございますが、例えば IAEA（国際原子力機関）と福島県との間での協力プロジ 

ェクトの中におきましてもキノコあるいは川魚についての動態等について、このセンターだけで 

はなく関係する機関とも連携をしながら、相互に情報交換しながら研究を進めていくというよう 

なことをこれからも取り組んでいこうということで考えております。以上でございます。 

 

〇河津委員長 

  よろしいですか。いずれにせよ、モニタリングは進めていくという方針はよろしいですか。 

いわゆる総合モニタリングの中で位置付けされているものとされていないもの、研究的にずっ 

とモニタリングしているもの、いろいろ位置付けあるかと思いますが、このセンターとしての位 

置付けとして、例えばこの中に書いてある野生生物については、研究部が把握したものについて 

は、それぞれ分析していくというようなことを謳われてますよね。ただキノコ等については例え 

ば県の林業研究センターの役割になるのか、県民としてはそういう情報がきちっと欲しい訳で、 

どこの機関でもというよりもいかにそういったデータを県民に知らしめるか、知ってもらうかと 

いうことが非常に重要だと思うのですけれども、研究部の中に入っているデータというのはなか 

なか県民に見えないところがありますので、ぜひその辺を皆さんが興味を持っている、関心を持 
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っている事項については、なるべく分かるような形で、確か JAEA でもいろいろなデータベース持 

たれていたかと思いますが、そういったものが実際に分かるように県民に伝わるような形でシェ 

アしてもらうとか、そういったことをしていただければよろしいかと思います。 

 

〇角山所長 

  今委員長がおっしゃったのは大変ごもっともな御意見だと思います。国がここのセンターを風 

評被害とリスクコミュニケーションの大事な情報発信の組織という位置付けをしていただいて 

おりますので、河津委員長も御存知のように県内いろいろな所で総合的に測っている、ただその 

情報発信はここから最低限しなきゃいけないと思っておりますので、今後努力したいと思います 

 

〇河津委員長 

  はい、ぜひよろしくお願いいたします。他に御質問等ございませんか。 

 

〇田崎氏 

  交流棟が拠点ということですが、私今日ここに来て、以前研修会で来てるのですが、なかなか 

場所とかが分かりづらいということがありまして、おそらく三春が福島県の中心地ということだ 

と思いますが、高速を降りてから看板等が目立つものが必要かなということがあります。後はこ 

こが発信の拠点ということなので、ぜひこのフェーズ２の事業の中に、オリンピックの話もされ 

るということなので、できればそういう首都圏との交流というかそういったものを含めて誘致す 

る部分、後はその対応の部分、明記ができれば一番いいのでしょうけど、そういうものを含めて 

御検討願えないかなということがあります。 

 後は復興創生期間が終わった後の部分を、国の予算の部分があると思うので、それも含めてい

ろいろな部分で国との調整とか、予算の額も含めて検討願えないかなというのがあります。よろ

しくお願いします。 

 

〇河津委員長 

  ありがとうございました。事務局いかがでしょうか。 

 

〇渡辺総務企画部長 

  センターの位置がわかりにくいというお話でございましたが、それにつきましては以前からの 

 課題でございまして、例えばここにナビを設定してもたどり着かないとか、そういうようなこと 

もあったかと思います。今年度３月末を目途に看板・標識を環境創造センターの案内表示をする 

ということで進めております。完成は３月で年度末ギリギリになってしまいますが、少しでも分 

かりやすくしていきたいと思っておりますので、御了解いただければと思います。 

 

〇河津委員長 

  その他、今の発言に関連して何かございますか。 

  首都圏への発信についてはいかがでしょうか。特にオリンピックを出されてましたけど、それ 
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は例えばフェーズ２の中の方針の中にどのように組み込めているのか又は組み込んでないのか 

せっかく 2020 年がフェーズ２の中に入っている訳ですから。 

 

〇大山副所長 

  オリンピックという言葉、背景としてはそういう事情があるということはポンチ絵の方にも明 

示させていただいておりますけれども、具体的にオリンピックと連携を打ち出そうということは 

現時点では中で表現してはおりません。そこは県の担当部局と話をさせていただきながら検討さ 

せていただきたければと思います。 

 

〇小島委員 

  時間のないところ大変申し訳ないのですが、放射線教育一本に絞って発言させていただきたい 

と思います。福島の未来復興を担う人材育成という視点から本センターの役割は本当に大きいん 

だなということをまた今日も改めて感じさせられました。またフェーズ１の成果・課題を踏まえ 

てフェーズ２の方針・計画定められていること、益々本センターの役割は大きいんだなというこ 

とを自覚させられました。義務教育世代は震災の時小学校低学年でして、今の小学校１年生はも 

う全く震災当時のことを知らない、こういう世代になってきております。その中で小学校の方で 

バス代の補助をされているということで県内の約 56％の小学校がこちらに来ているということ 

で、着実に成果は挙げられているかと思いますが、また小学校団体等ということで書いてあるの 

ですけど、義務教育世代は中学生もおりますので、中学校の方はここに書いていないところを見 

るとあまり来館されていないのかなということもあります。学習指導要領に放射線教育が明記さ 

れていることも踏まえまして、中学校の方にもぜひバス代の補助を、ぜひ来館の働きかけをお願 

いしたいなと思います。よろしくお願いいたします。 

 

〇渡辺総務企画部長 

  貴重なご意見ありがとうございました。バス代の補助につきましては小学校中心ということで 

させていただいております。小学校「等」となっていますのは特別支援学校の小学部というよう 

なところを想定したものでございまして、中学校につきましては、私共の考えといたしましては 

小学校の時に全ての小学校に必ず１回は来ていただきたいという前提の補助ということでさせ 

ていただいておりますので、御了解いただければと思います。以上でございます。 

 

〇河津委員長 

  ありがとうございます。中学生等にもここの存在を知ってもらえるといいという話じゃないか 

と思います。ぜひ機会があれば、教育庁との連携もあるでしょうけれども、中学生についてもこ 

この存在というものはしっかり PR していくべきだと思いますので、その辺はよろしくお願いし 

たいと思います。 

   

〇阿部委員 

  婦人団体の阿部と申します。先ほどから発信ということが度々出ておりますけれども、私も発 
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信を受ける側の立場から１つだけ意見を申し上げたいと思います。「みんなが知りたい福島の今」 

ということが先ほど出ておりましたが、本当にこの言葉一つにまとまっているような感じがする 

のですけれども、私どもはやはり高齢者が多いということでネットに頼れないところがたくさん 

あると思います。そのこともたくさん出ておりましたが、やはりそういう人達は旧データ、何か 

の講習会、何かの研修会ということでそういう学習を度々しておりますけれども、そういうデー 

タしか、前のデータしか知ることができないでいるという人がかなりいるんじゃないかと思いま 

す。やはりそういう人はとても不安であり、前にも進めないというような、そういう落ちこんだ 

ところが出てくるのかなと思いました。今日は発信ということで先ほどから度々出ておりました 

が、こんなにたくさんの事業をこんなに力を入れて頑張って皆さん研究してくださっているとい 

うことが、どれだけ果たして私らの元に届いているのかと、これをほとんどの人が分かれば、そ 

んなに不安でもなく、そんなに心配もなく、毎日が暮らせるのではないかと思います。その発信 

するという点で、今日御説明いただきました報告書、説明書がとても難しいというのが一番の感 

想でございましたので、発信する時にはそれを分かりやすく何とかお願いしたい。私の要望でご 

ざいます。 

  それから先ほど出張講座というのがちょっと出てきたのですが、時間もございませんので一例 

でも結構でございますので、具体的な例を教えていただければ、これからのことを考えたいと思 

いますのでよろしくお願いいたします。 

 

〇河津委員長 

  ありがとうございました。なかなか高齢者に伝えることは難しいというのはよくわかります。 

 

〇箱崎委員 

  阿部委員とほぼ同じなので僕も最後に一つ付け加えさせていただきたいと思います。 

  僕も最後に質問しようとしていたのですが、言っていただいてありがとうございます。先ほど 

小学校の教育とありましたが、僕が今見ている質問書の内容というのはこれから更に地震とかよ 

りも廃炉で何かあったとき、また同じような状況になるんじゃないかということを考えています。

その時に小学生が教育を受けて分かっていても主導権は保護者にあったりする、保護者は不安 

があれば来るけれども、不安がなければ全然興味を示さないんです。保護者にこれだけの資料を 

見せても絶対見ません。100 人いたらば２人くらい見ればいいなというのが僕の印象です。私も 

見ません。だから今阿部委員がおっしゃられたように、保護者をここに呼ぼうと言っても多分来 

ません。バス代無料でも多分来ないと思うのですけど、僕ら PTA というのは各学校に必ず存在し 

ているので、その中で一つ本当に見やすい冊子かなんかがあれば、まず興味ある方から発信して 

いきながらという部分はできるし、必ず PTA の委員会があって教養を高めようということで委員 

会がありますし、市町村等で特にこの平成 30 年度になって、新しくフェーズ１からフェーズ２に 

移行する時にこれだけのことをやってきたということを知るだけで、保護者達は何かあった時に 

いや待てと、震災の時と違うのはこういうセンターがあっていろいろな蓄積があるだろうと、何 

か足しになるんだろうと少し思いを受け止めて冷静になれるのかなと考えますと、先ほど阿部委 

員がおっしゃったように分かりやすいものを本当に見やすく広く提案をしていただくことを私



- 29 - 

 

達小中学校の PTA の立場としてもお伝えしたい。以上です。 

    

〇河津委員長 

  ありがとうございます。よく言われている「分かりやすく」というのは言葉では分かりやすい 

のですが、実際にそれじゃどうするかというのはなかなか難しいという現状はよく分かるんです 

けど、いずれにせよ資料を出し合いながらいかに広めていくかというのは重要だと思いますので、 

ぜひ今、このフェーズの中にも当然入っているでしょうけども、その辺の説明を簡単にしていた 

だいて、なおかつ事務局の方での思いというのがあれば事務局の方から聞かせていただきたいと

思いますが、いかがでしょうか。 

 

〇大山副所長 

  従来からも皆様方から本当に「分かりやすい」ということで繰り返し意見をいただいていると 

ころでございます。我々としても専門的な言葉が多いとかそういうものはなるべく分かりやすく 

ということで心掛けているところでございますけれども、今ちょうどフェーズ１が終わる段階で 

ございますので、やはりこのタイミングで県民の皆様方に当センターの取組や結果等の、安全・ 

安心につながるような情報発信は必要だと思っていますので、いろいろな県の広報誌等もござい 

ますのでそちらを活用しながら、また市町村さんともお話しをさせていただきながら情報発信を 

してまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

〇大槻委員 

  商工会議所連合会から参りました大槻と申します。一つ教えていただきたいのですが、こちら 

に伺う子どもたち、相当数いらっしゃると聞いておりますけれども、その中で子ども達の一番多 

い質問というのはどんな質問でしょうか。何に対しての質問が一番多いのか分かっていたら教え 

ていただきたいと思います。 

 

〇栁沼主任主査 

  企画課の栁沼です。着座で失礼いたします。小学生の方から積極的に質問ということはあまり 

なくて、案内している中でどのようなところに一番興味持ったかという観点でお答えします。や 

はり放射線は目に見えないということで、自然界に元々放射線というものが存在しているんだよ 

ということを展示室にある霧箱ですとか様々な展示物で体験していただくと、あ、そうなんだ、 

ということで非常に納得して、帰ったら自分の家族にも伝えたいとか、そういった意見をいただ 

いておりますので、そういったところが一番子供たちこちらの施設で学んでいただいて、得るも 

のとして一番大きいのかなと感じています。 

 

〇河津委員長 

  他にいかがでしょうか。実際に大学の１年生ですら周辺に放射線が飛び交ってるという話を、 

言うとビックリするくらいに分かっていない人が多いんです。これは多分小学校中学校、これ 

から放射線教育する中で広がっていくかと思いますけど、研究ではそういうことあるでしょう 
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か？ 

  実際にまだ若い大学生、小学校高学年くらい辺りに被災している人、県外から来る人は余計に 

 そうですけど、そういう意味ではやっぱりいかに難しいか、広く分かってもらうというのがなか 

 なか難しいというのは実感しますけれども、広げていかなきゃいけないのは事実だと思います。 

 ぜひいろいろな方法をとって広げていければなという風に思います。 

 

〇田崎氏 

  阿部委員からも先ほどありましたが、ここに来れない方への対応として出前講座であるとか、

その辺のことをもうちょっと私も知りたいと思います。難しいことを噛み砕いて説明する方とい

うのがとても大事な、コーディネーターみたいな感じの方がこれからは大事になってくるのかな

ということがあるので、その辺のところはいかがでしょうか。 

 

〇渡辺総務企画部長 

  まず出前講座でございますけれども、今年度１つありましたのは県だけでなく、JAEA さん、国

環研さんと一緒に郡山市内の中学校の方に行きまして、放射線や環境に関する教育というものを

行いました。中学校全員に対する講座ということで、各学年毎に、例えば１学年は環境創造セン

ター、２学年は JAEA さん、３学年は国環研さんというような感じで１コマあるいは２コマ、時間

もあってそういう講座を開催したという実績がございました。これからも要望がございましたら

三機関連携して続けていければと思っております。 

  それからコーディネーターの件でございますが、コミュタンのアテンド、展示物の案内をする

だけではなくて、体験学習とか放射線がどういうものに含まれているかとかそういう体験をする

メニューがありますが、それらにつきましては小学生が対象になりますので、小学生達にも分か

るような形での教え方をしておりますので、これからもそういうことで進めてまいりたいと思っ

ております。以上でございます。 

 

〇河津委員長 

  ありがとうございました。他にいかがでしょうか。12 時を過ぎてますが、多少食い込んでもし

ょうがないかなと思います。 

  これだけの資料膨大ですぐにと言っても難しいかもしれませんけれども、これ以降、この次に

ついては事務局には考えがあるようですね。後から考えた意見の反映ということも考えているよ

うですので、ここで一旦議事の方は終了させていただきたいと思いますがよろしいでしょうか。 

  それでは長い時間真摯な御議論をいただきましてありがとうございます。委員会についてはこ

こで終了させていただきます。御協力ありがとうございました。それでは司会の方にお返しいた

します。よろしくお願いします。 

 

〇栁沼主任主査 

  ありがとうございました。 

  その他でございますが、委員の皆様から何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。 
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  それでは事務局より本日の議題に関する今後の流れについて改めて御説明させていただきます。 

  冒頭に事務局より申し上げました通り、本日いただいた御意見ですとか、これからお戻りにな

られてから御意見を伺うということで、御連絡差し上げたいと思いますので、そういったことを

踏まえまして必要に応じて資料を修正させていただきたいと思います。その上で、２月に運営戦

略会議という会議が開催されますが、その場におきまして最終的な承認をいただきまして正式な

策定ということになりますので御承知おき下さい。 

続きまして事務局より１点御相談ですが、これまで県民委員会におきまして単年度の事業報告

とその次の年の年次計画につきまして、毎年年度末に議論いただいていたところですが、今年度

につきましては今回のこの議論と重複する部分が非常に多くなってございますので、改めて県民

委員会ということで皆様にお集まりいただくことはなく、紙資料を送付させていただいてそれに

対して御意見を伺う等、そういった形をとらせていただきたいと考えておりますが、このことに

ついて皆様から何か御意見等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

〇河津委員長 

  それでは私の方から、意見が出た時に最終的なとりまとめというのは大変でしょうから、出て

きた意見等については委員長の方に御一任いただければ、事務局と合わせながら県民委員会とし

て持っていきたいと思います。よろしいでしょうか。 

 

〇栁沼主任主査 

  ありがとうございます。 

 

〇河津委員長 

  ではそういうことで、御理解ください。 

 

〇栁沼主任主査 

  よろしくお願いします。以上をもちまして、環境創造センター県民委員会を終了いたします。

本日は長時間にわたっての御議論ありがとうございました。 

（以 上） 


