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環境創造センターのロゴマークは平成 31 年３月に公募により制定されました。 

地球は環境を表し、創造や回復、連携を虹で表現しています。この虹の色は、赤・JAEA、黄・福島

県、緑・NIES を表し、その先には“幸福が来る”との思いを込め、虹の先に三つ葉を配置していま

す。２つの光には輝かしい未来への願いが込められています。 

1



令和３年度の主な取組 1 
 2 

年 月 取 組 内 容 

令和３年

６月 

コミュタンサイエンスアカデミア（小学生向け全 13 回、中学生向け 
全 14 回）初回開催（６日） 
ふくしまナラディブ・スコラ２０２１（全 11 回）初回開催（13 日） 

７月 

来館者 40 万人達成記念セレモニー（11 日） 
謎解きトライアングルクイズラリー（22 日～10 月 31 日） 
環境創造センター５周年記念特別展 国立科学博物館巡回展『ノーベル賞を

受賞した科学者』（31 日～8 月 25 日） 
IAEA ７月会合（７日～９日及び 14 日～16 日） 
猪苗代水環境センター環境学習会（全５回）初回開催（25 日） 

８月 第 1 回県民委員会（5 日） 

９月 
コミュタンフェスティバル in Autumn（19 日） 
環境創造センター研究成果報告会（29 日） 

１０月 
FUKUSHIMA ５VISHIONS 
（環境創造センター３棟周遊イベント）（16 日） 
IAEA 10 月会合（11 日、15 日及び 18 日～22 日） 

１１月 
野生生物共生センター環境学習会（全 4 回）初回開催（13 日） 
第５回環境創造シンポジウム（20 日） 
コミュタン福島で学ぶ“福島と SDGｓ”第 1 回講座（28 日） 

１２月 
理科自由研究発表会 at コミュタン福島（４日～５日） 
「日本列島大分析 元素で見る『地球化学図』」in コミュタン福島（14 日～

１月 16 日） 

令和４年 
１月 

IAEA ２月会合（予定） 
第 2 回県民委員会（予定） 

３月 コミュタンフェスティバル （予定） 

 3 
※ 以下、県の出先機関として業務を行う福島県環境創造センターを「福島県」、国立研究開4 

発法人日本原子力研究開発機構を「JAEA」、国立研究開発法人国立環境研究所を「NIES」と5 
いう。 6 

 7 
令和３年度も三機関の連携を一層密にしながら、「環境創造センター中長期取組方針」8 

（フェーズ２（平成31年度～令和３年度））及び「令和３年度環境創造センター年次計画」9 
に基づき、「モニタリング」、「調査研究」、「情報収集・発信」及び「教育・研修・交10 
流」の４つの取組を推進した。 11 

 12 
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第１ モニタリング 1 
 2 

国が定めた「総合モニタリング計画」や県の「環境放射能等測定計画書」に基づく環境放3 
射能モニタリング、県が定める各種計画等に基づく環境中の有害物質等のモニタリングを着4 
実に実施した。 5 

モニタリングの結果、環境放射能の測定値は、東京電力ホールディングス株式会社福島第6 
一原子力発電所の事故で影響を受けた地域では、事故前の測定値の範囲を上回っている地点7 
もあるが、事故後は概ね減少傾向にある。 8 
また、原子力防災訓練等に参加し、緊急時モニタリング体制の構築・点検を行うととも9 

に、モニタリング要員の知識・技術等の習熟を図った。 10 
 11 
 12 

１ きめ細かで継続した環境放射能モニタリングシステムの構築・運用 13 
 14 

① 全県的な放射線等モニタリング調査の実施【福島県】 15 
・原子力災害対策本部に設置されたモニタリング調整会議が定めた「総合モニタリング16 
計画」に基づき、学校・公園等の定点測定や、路線バス等を利用した走行サーベイ、17 
リアルタイム線量測定システム・可搬型モニタリングポスト（約 3,700 基）等を用い18 
て県内全域を対象とした広域的な環境放射線のモニタリングを実施した。 19 

・日常食や主要な河川・湖沼・海域、地下水、水浴場等の水質中に含まれる放射性物質20 
濃度を測定した。また、水産課や港湾課等関係各課からの依頼に基づく放射性物質濃21 
度の測定を行った。 22 

②  原子力発電所周辺の空間線量率、放射性物質濃度等の測定の実施【福島県】 23 
・原子力発電所の周辺地域は、「福島県原子力発電所の廃炉に関する安全監視協議会環24 
境評価モニタリング部会」の意見を踏まえて策定された「令和３年度環境放射能等測25 
定計画書」に基づいて、環境放射能の監視測定を実施した。 26 

・環境試料として、降下物、大気浮遊じん、大気中水分、土壌、上水、海水、海底土、27 
松葉及びホンダワラのガンマ線及びベータ線の放出核種分析を行った。 28 

・環境放射能監視テレメータシステムによる環境放射能の常時監視をモニタリングポス29 
ト、連続ダストモニタ・リアルタイムダストモニタで行った。また、蛍光ガラス線量30 
計を用いた空間積算線量の定点測定を行った。 31 

③ 環境放射能水準調査の実施【福島県】 32 
・「環境放射能水準調査」（原子力規制庁からの受託事業）として、大気浮遊じん、降33 
下物、雨水、上水、土壌等の環境試料の放射性物質濃度を測定したほか、モニタリング34 
ポストによる空間線量率を測定した。 35 

・分析精度を担保するため、公益財団法人日本分析センターが実施する精度管理事業に36 
参加し、約 20種類の試料分析を行い、概ね良好な結果を得た。 37 

④ 県民ニーズに対応したモニタリングの実施【福島県】 38 
・中間貯蔵施設による周辺環境への影響の有無を確認するため、空間線量率、大気浮遊39 
じん、地下水等、減容化施設排ガス中の放射能濃度を測定した。 40 

・特定廃棄物埋立処分施設による周辺環境への影響の有無を確認するため、空間線量41 
率、大気浮遊じん、地下水等の放射能濃度を測定した。 42 

・国の飯舘村長泥地区環境再生事業の実施に伴う安全性を確認するため、令和３年度か43 
ら空間線量率、大気浮遊じん、再生資材及び地下水等の放射能濃度を測定した。 44 
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・①の各種のモニタリング地点は、住民の安心確保等のため、事前調整を行い、市町村1 
及び住民のニーズを反映した地点選定を行い、モニタリングを実施した。 2 

・走行サーベイシステム（KURAMA-Ⅱ）を市町村に貸し出し、市町村のモニタリング事業3 
を支援した。 4 

⑤ 規制庁モニタリングの実施【JAEA】 5 
・原子力規制庁の受託事業として継続的なモニタリングを実施した（無人ヘリによる航6 
空機サーベイ、車両による走行サーベイ、歩行サーベイ、海洋モニタリング） 7 

・受託事業として採取した土壌、植物等の放射能分析を三春及び南相馬施設において実8 
施した。 9 

・福島県の受託事業として、路線バスに設置した空間線量測定データの分析を実施し10 
た。 11 
 12 

２ 一般環境中及びの有害物質等モニタリングの実施 13 
 14 

① 一般環境中の有害物質等に関する調査分析の実施【福島県】 15 
（１）大気汚染 16 
  ・一般環境調査 17 
   16 測定局で大気汚染の常時監視を行い、硫黄酸化物、窒素酸化物、光化学オキ18 

シダント、微小粒子状物質（PM2.5）等を測定するとともに、有害大気汚染物質19 
（２地点）、酸性雨（３地点）及び大気中のアスベスト濃度（６地点）のモニ20 
タリングを実施した。 21 

  ・発生源対策調査 22 
   廃棄物焼却炉等の排ガス調査（２件）を実施し、また、建物解体作業現場周辺23 

の大気中のアスベスト濃度（24件）のモニタリングを実施した。 24 
（２）水質汚濁 25 
  ・一般環境調査 26 
   「令和３年度水質測定計画」に基づく地下水（約 230 地点）の水質を調査し、揮27 

発性有機塩素化合物や重金属類等の有害物質を測定した。 28 
  ・発生源対策調査 29 
   工場・事業場（173 事業場）の排水分析、ゴルフ場（５施設）の排水中の農薬濃30 

度を測定した。 31 
（３）騒音・振動 32 
  ・環境調査 33 
   基本的に市町村が交通騒音調査等を実施し、当センターは市町村（10 市町村）34 

に対して測定機材の貸出し等の技術的支援を行った。 35 
  ・航空機騒音 36 
   福島空港周辺４地点（年４回）で調査を行った。 37 
（４）廃棄物関係 38 
  ・廃棄物最終処分場の放流水及び周辺地下水等一般廃棄物最終処分（18 施設）、39 

産業廃棄物最終処分場（26施設）で、pH、BODや有害物質等を測定した。 40 
  ・その他産業廃棄物最終処分場の処理水等 41 
   処理水等（159 検体）の有害物質等を測定した。 42 
（５）化学物質関係 43 
  ・ダイオキシン類調査 44 
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   廃棄物焼却炉の排ガス調査（２施設）、工場排水調査（１事業場）、一般廃棄1 
物最終処分場（１施設７検体）、産業廃棄物最終処分場（17 施設）の放流水等2 
の分析を行った。このほか産業廃棄物の中間処理物（５検体）の分析も行っ3 
た。 4 

  ・化学物質環境実態調査 5 
   環境省の委託事業として、海域（３地点）、河川（１地点）で化学物質の環境6 

中の実態調査を行った。   7 
② 中間貯蔵施設、特定廃棄物埋立処分施設等に関する調査の実施【福島県】 8 

・中間貯蔵施設による周辺環境への影響の有無を確認するため、土壌貯蔵施設の放流9 
水等の pH、BODや有害物質等の濃度測定を行うとともに、輸送路（１地点）の騒音・10 
振動及び大気質（窒素酸化物、浮遊粒子状物質等）の調査を行った。 11 

・特定廃棄物埋立処分施設による周辺環境への影響を確認するため、地下水、処理水12 
等（３検体）の pH、BODや有害物質を測定した。また、放流先河川（１地点）でふっ13 
素、ほう素等を測定した。 14 

・福島天然ガス発電所立地に伴う環境影響基礎調査として、営業運転開始前後の環境15 
影響を把握するため、発電所周辺の相馬市（１地点）で１回、二酸化硫黄、窒素酸16 
化物、一酸化炭素、光化学オキシダント等の大気環境の調査を行った。 17 

・広野 IGCC 発電所立地に伴う環境影響基礎調査として、楢葉町１地点で１回、二酸化18 
硫黄、窒素酸化物、一酸化炭素、光化学オキシダント等の大気環境の調査を行っ19 
た。（予定） 20 

③ 猪苗代湖のモニタリング調査の実施【福島県】 21 
・猪苗代湖及び流入３河川のイオンバランスの季節変動・経年変化調査（６地点）、22 
大腸菌群数超過対策調査（７地点）、猪苗代湖全湖水面調査（54 地点）及び湖沼の23 
難分解性有機物調査（７地点）を行った。 24 

 25 
３ モニタリングデータの一元管理、解析・評価 26 

 27 
① 環境放射能モニタリングデータの管理【福島県】 28 

・総合モニタリング計画に基づくモニタリング結果は、空間線量率等の測定データを29 
地図上で閲覧できる「空間線量率マップ」等の公表資料を速やかに作成し、県のホ30 
ームページで公表した。 31 

・原子力発電所の周辺モニタリング及び環境放射能水準調査（モニタリングポスト）32 
の測定データは、環境放射線センター等が常時監視・解析を行い、環境創造センタ33 
ー、環境放射線センター、県庁及び発電所周辺の 13 市町村に配備した大型表示装置34 
やホームページ（PC 版及びモバイル版）でリアルタイムに公表した。 35 

② 一般環境中の有害物質等のモニタリングデータの管理【福島県】 36 
・関係機関と連携し、大気汚染、水質汚濁、騒音、化学物質等に関する調査分析結37 
果、大気常時監視データ等の管理や解析・評価を行った。                    38 

③  環境放射能等測定におけるトレーサビリティの確保【福島県】 39 
・正確な放射線量率を測定するため、環境放射線センターで県関係機関が所有するサ40 
ーベイメータ及び個人線量計の校正を行った。 41 

④ 正確な測定技術の確保【福島県】 42 
・より正確なモニタリングデータを県民に提供するために、放射能測定の技能向上を43 
図る目的で、放射能分析精度管理事業への参加（県、市町村等 23 機関参加）や外部44 
の測定分析研修受講や所内での標準作業手順書（SOP）勉強会を開催した。 45 
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 1 
４ 緊急時におけるモニタリング体制の構築・運用 2 

 3 
① 緊急時モニタリング体制の構築【福島県】 4 
・令和３年８月３～４日、緊急時モニタリングプレ訓練に参加し、緊急時モニタリング 5 
に係る知識・技術等の習熟を図った。 6 

・令和３年 10 月７～８日、福島第一原子力発電所１号機の事故を想定した緊急時モニタ7 
リングセンター（EMC）活動・実動訓練に参加した。また、11 月 24 日に、同様の事故8 
を想定した福島県原子力防災訓練に参加し、緊急時モニタリングに係る知識・技術等9 
の習熟を図った。 10 

・モニタリング資材等を効率的に保管するため、本所敷地内に保管庫を増設した。 11 
② 大規模火災対応訓練【JAEA】 12 
・令和３年 10月 15日に福島県及び双葉地方広域市町村圏組合消防本部が主催する「令和13 
３年度避難指示区域内における大規模火災対応訓練」に消防隊員及び消防車両のスク14 
リーニングの支援対応として参加する予定であったが、新型コロナウイルス感染症の15 
影響により当該訓練は中止となった。 16 

③ 環境汚染事故等の緊急時体制の充実・強化【福島県】 17 
・大気、水質に関する事故や苦情、廃棄物不法投棄、異常渇水等が生じた時に、環境へ18 
の影響の有無の確認や、原因の特定、改善状況の把握等のため、水質等の調査を行っ19 
た。 20 

・令和２年度に判明した地下水汚染事案では、汚染原因工場の周辺住民の健康被害防止21 
のため、井戸の水質検査（109検体）を行った。 22 

・養豚場、養鶏場を原因とする悪臭苦情事案では、事業者指導を行う２市町に対して、23 
人の嗅覚を利用した三点比較式臭袋法に関する技術的支援を行った。 24 

・令和２年度に判明等した PCB含有廃棄物、有害物質含有プラスチックの不法投棄事案で25 
は、周辺環境への影響の有無を確認するため土壌等の調査を行った。 26 

・PCB 含有廃棄物が誤って搬入された廃棄物埋立処分場の汚染の有無を確認するため、放27 
流水及び埋立物の調査を行った。 28 

 29 
◎ 主な評価と課題 ＜１次評価：福島県環境創造センター＞ 30 
 31 
・各種放射能モニタリングは、概ね計画どおり実施し、県のホームページ等で公表すること32 

で、県民へ速やかな情報提供を行った。 33 
・有害物質等のモニタリングは、計画どおり実施し、県内の汚染状況の把握に努めた。また、34 
各地方振興局による事業者指導が適切に実施できるよう、大気汚染、水質汚濁、廃棄物等35 
の分析を計画どおり実施し、分析結果を各地方振興局に報告することで、適正な事業者指36 
導に資することができた。 37 

・猪苗代湖調査は、計画どおりに調査を実施し、水質データを継続的に取得した。 38 
・放射能測定機器の校正や放射能分析精度管理事業への参加等により、分析過程の検証を行39 
うことでトレーサビリティを確保した。また、計画的に分析研修を職員に受講させ、所内40 
での勉強会を開催する等により分析技術の向上に努めた。 41 

・有害物質等の正確な分析を行うため、環境省の分析研修（リモート開催）を受講し、分析42 
技術の維持、向上に努めていく必要がある。 43 
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・原子力災害を想定した訓練に参加し、緊急時のモニタリング体制を維持するとともに、モ1 
ニタリング要員の技能向上を図った。 2 

・環境汚染事故等では、実際に発生した地下水汚染事案や産業廃棄物の不法投棄事案に迅速3 
に対応するとともに、事案発生時のモニタリング体制の維持、強化に努めている。 4 

・原子力災害を想定した訓練に参加することにより、緊急時のモニタリング体制を維持する5 
とともに、モニタリング要員の技能向上を図った。 6 

 また、モニタリング資材等の保管庫を三春本館敷地内に増設し、緊急時の体制強化を図っ7 
た。 8 

 9 
◎ 主な評価と課題 ＜２次評価（放射能モニタリング）：小山吉弘氏（公益財団法人福島10 
イノベーション・コースト構想推進機構 福島オフィス 課長代理）＞ 11 

・計画されたモニタリングについては着実に実施されてきているとの評価は妥当だが、引き12 
続き震災後整備した機器、設備の更新等ハード面も含めて環境放射線測定の信頼性確保を13 
図るとともに、ALPS 処理水放出時のモニタリング等、廃炉作業のフェーズの変化に伴う新14 
たな課題 についても適切に対応できるよう、分析体制の充実強化を図って頂きたい。   15 

・環境放射線モニタリング実施結果については、最終的にはそれぞれの調査の件数等を示し、16 
調査規模、前年度との違いの有無等がある程度理解できるようにし、⼀般環境中の有害物17 
質等のモニタリング結果の事項の記述との整合性を図るようにして頂きたい。 18 

  19 
◎ 主な評価と課題 ＜２次評価（有害物質等モニタリング）：中野和典氏（日本大学工学20 

部 教授）＞ 21 
・大気汚染に関して、16 測定局で有害物質の常時監視が行われているほか、発生源対策調22 

査として、廃棄物焼却炉等の排ガスのダイオキシン類や建物解体作業現場周辺の大気中の23 
アスベスト濃度のモニタリングが実施されている。 24 

・水質汚濁に関して、水質測定計画に基づく地下水調査や、工場排水や最終処分場の放流水25 
等の発生源対策調査が行われている。このほか、中間貯蔵施設等に関する調査として、放26 
流水の有害物質等の測定が行われ、火力発電所の立地に伴う環境影響基礎調査や猪苗代湖27 
の水質モニタリングとして各種調査が実施されている。 28 

・騒音・振動に関して、市町村（10 市町村）に対する測定機材の貸出し等の技術的支援や、29 
福島空港周辺の航空機騒音調査が行われている。さらに環境省の委託事業として、海域と30 
河川の化学物質環境実態調査が実施されている。 31 

・以上の成果より、県庁関係各課が定める計画に基づいた一般環境中の有害物質等モニタリ32 
ングが十分に実施されていることが確認できた。大気汚染、水質汚濁等の実態と経年変化33 
の把握のために、今後も継続してモニタリングを実施していく必要がある。 34 

・一般環境中の有害物質等のモニタリングデータの管理については、関係機関との連携によ35 
り、大気汚染、水質汚濁、騒音、化学物質等に関する調査分析結果、大気常時監視データ36 
等の管理や解析・評価が実施された。 37 

・以上の成果より、有害物質のモニタリングデータの一元管理と解析・評価が有効に実施さ38 
れ、正確な分析を行うための支援策の運用が十分になされ、県民のニーズに貢献する情報39 
の開示状況についても確認することができた。今後は、分析結果に基づいた各地方振興局40 
による事業者指導の有無などを記載することも検討して頂きたい。 41 

・緊急時モニタリングプレ訓練への参加により、緊急時モニタリングに係る知識・技術等の42 
習熟が図られている。令和２年度の地下水汚染事案、PCB 含有廃棄物・有害物質含有プラ43 
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スチックの不法投棄事案では周辺環境への影響の有無を調査している。さらに養豚場、養1 
鶏場を原因とする悪臭苦情事案では官能試験法に関する技術的支援を行っている。 2 

・以上の成果より、環境汚染事故等の緊急時には、モニタリング体制の維持・運用が図られ3 
ており、実際に発生した事案に迅速に対応できたことで、緊急時におけるモニタリング体4 
制の運用に問題がないことが確認できたと言える。引き続き同様の方策を継続して、緊急5 
時に備える必要がある。 6 

 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 

 44 
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調査研究事業の全体像 

第２ 調査研究 1 
 2 

調査研究事業では、環境創造センター調査研究計画（フェーズ２）に基づき、福島県、3 
JAEA、NIES の三機関において、以下の中区分による調査研究を着実に進めた。 4 

（放射線計測部門） 5 
  ・ 分析・測定技術の開発 （３テーマ） 6 
  ・ 被ばく線量等の評価手法・モデル開発 （４テーマ） 7 
（除染・廃棄物部門） 8 
  ・ 除染等に関する継続的な技術支援 （３テーマ） 9 
  ・ 廃棄物等の適正処理・再生利用技術の確立 （５テーマ） 10 
（環境動態部門） 11 
  ・ 移行挙動評価 （６テーマ） 12 
  ・ 移行モデル （３テーマ） 13 
  ・ 生態系への影響把握 （３テーマ） 14 
（環境創造部門） 15 
  ・ 持続可能な地域づくり （３テーマ） 16 
  ・ 強靭な社会づくり （２テーマ） 17 
  ・ 自然豊かなくらしの実現 （２テーマ） 18 
  ・ 統合イノベーションの創出 （３テーマ） 19 
調査研究の成果は、学会発表や論文投稿のほか、県や市町村等への情報提供を行うこと20 

により行政施策への貢献を図った。今年度はフェーズ２の最終年度であるため、フェーズ21 
３における調査研究の方針について検討を進め、各部門で研究テーマについて協議を行う22 
とともに、部門間における連携の具体の内容についても調整を行った。また、合同の部門23 
会議により部門間連携のテーマに関する意見交換を行った。（予定） 24 

以降、各部門における各調査研究課題の成果について記載する。 25 
 26 

 27 
 28 
 29 
 30 
  31 
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１ 放射線計測 1 
＜部門長評価 部門長：池内嘉宏 (元 公益財団法人日本分析センター 理事)＞ 2 
 3 
放射線計測部門では、大きく分けて、「分析・測定技術の開発」と「被ばく線量の評価4 

手法・モデル開発」という 2つの中区分で、三機関連携のもと研究を進めてきた。 5 
「分析・測定技術の開発」においては、トリチウム電解濃縮法では、1,000 mL を分析す6 

るのに、濃縮時間 3 週間程度、検出限界値 0.031 Bq/L を達成した。OBT 分析では、凍結乾7 
燥と燃焼を簡略化し、従来の分析法では 2.5 ヵ月程度必要であったが、2 週間に短縮でき、8 
検出限界値は 1 Bq/kgであった。ICP-MSを用いたストロンチウム-90分析法では、骨等の生9 
物組織は、ICP-MS/MS を用いると、検出限界値は 4 Bq/kg となった。前処理時間を除いたス10 
トロンチウム-90の分析時間は、従来の分析法では１ヶ月程度必要であったが、15分程度に11 
短縮することができた。テクネチウム-99では、固相抽出と ICP-MS/MSを用い、環境水を 1512 
分、検出限界値 0.007 Bq/kg で分析可能な全自動分析システムを開発した。これらトリチウ13 
ム、ストロンチウム-90 及びテクネチウム-99 分析法の検出限界値は線量評価上、十分に満14 
足できる低い値である。復興再生拠点のモニタリング結果については、自治体の除染検証15 
委員会の資料に掲載され、令和 2 年 3 月の避難指示準備区域一部解除の政策判断に貢献し16 
た。また、令和 4年 4月の特定復興再生拠点解除の検討のベースとなる研究成果を積極的に17 
発信した。 18 
「被ばく線量の評価手法・モデル開発」においては、異なる手法で測定された空間線量19 

率のモニタリングデータを集約し、統計的解析を実施することで福島県全域における、事20 
故当初からの空間線量率の推移を示す経時変化マップを作成し公表した。また、森林内の21 
放射性セシウムの移行モデルについて、モデルの国際比較に参画し（日仏 6 モデルが参22 
画）、実測の放射性セシウム濃度の変化傾向などを再現した一方、事故から 50 年後の予測23 
についてはモデル間のばらつきが大きく、継続した調査、解析による評価が必要であるこ24 
とがわかった。コケ等の特性を活かした放射性物質の沈着・飛散挙動評価では、地衣類や25 
リターから放射性セシウム含有物質を効率的に特定・単離する手法として、有機物分解と26 
電子顕微鏡学的手法を組み合わせた方法を開発したほか、コケバッグを用いた簡易モニタ27 
リング法の試験結果をとりまとめた。自家採取食物である山菜やキノコ類について、摂取28 
による内部被ばく線量を評価するため、摂取量の簡易調査票を開発するとともに、山菜や29 
キノコ類について、調理による低減効果試験の試験を実施し、「茹で」「浸水」「あく抜30 
き」など調理による低減パラメータを取得・整理した。 31 
放射線計測部門では、「分析・測定技術の開発」と「被ばく線量の評価手法・モデル開32 

発」の分野において、多くの成果を達成してきた。フェーズ 3以降においては、開発した分33 
析・測定手法について、分析結果の精度を担保するとともに、より正確な被ばく線量評価34 
のためのモデルの高度化及び精度向上を実施し、周辺住民等の安心・安全に寄与するとも35 
に、廃炉作業及び自然災害の発生等に伴う自治体の行政判断に寄与する正確な情報を提供36 
する必要がある。 37 

 38 
 39 

  40 
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① 分析・測定技術の開発【JAEA、福島県】 1 
(1) モニタリング等に活用するための放射性物質の分析・測定法の研究【福島県】 2 

・電解濃縮装置を用いたトリチウム分析法では、1,000 mLの試料を濃縮し、検出限界値3 
0.031 Bq/Lを達成した。 4 

・電解濃縮装置を用いたトリチウム分析法について、分析の妥当性を確認するため、5 
IAEAが実施する相互比較分析プログラムに参加した(予定)。 6 

・フェーズ１で開発した歩行サーベイについて、県庁各課等の要望に応じて貸出を実施7 
した。 8 

(2) 放射性物質分析技術の高度化【JAEA】 9 
・質量シフトのための反応条件最適化から、骨中 Sr-90を 4 Bq/kgの検出下限値で検出10 

する ICP-MS/MS法を開発した。 11 
・固相抽出法と ICP-MS/MS 法を組み合わせた Tc-99 の全自動分析システムを開発し、環12 

境水中の Tc-99 を、15 分以内、0.007 Bq/L の検出下限値で分析できる手法を開発し13 
た。 14 

・ICP-MSを用いる I-129分析手法の開発に向けて、前処理に最適な固相抽出樹脂を調査15 
し、共存陰イオンや干渉元素の除去に有力な樹脂を選定した。 16 

・これまでに開発した OBT 迅速分析法（検出下限値：1Bq/kg）を、福島県沿岸に棲息す17 
る底生魚類に適用し、それらに含まれる OBT が全て検出下限値以下であることを確認18 
した。 19 

・TOF-SIMS分析から得られる同位体比パターンから、微細試料の発生源を判別する手法20 
を開発する見込み。 21 

 (3) 避難指示区域における詳細な線量評価手法の確立と経時変化の解析【JAEA】 22 
・原子力規制庁から受託する大規模モニタリング事業を確実に実施し線量率の変化傾向23 
と土地利用の関係や地域別の変化傾向の違いについて解析した。 24 

・特定復興再生拠点に関しては、無人ヘリや歩行サーベイ等の複合的なモニタリングを25 
継続的に実施するとともにデータを自治体等に提供した。 26 

・上記で線量率データをベースに、生活行動パターンを考慮した被ばく評価を実施する27 
とともにその精度について個人被ばく線量計の結果と比較することで、精度検証を実28 
施した。 29 

・被ばく評価の現状の課題、今後の方向性について有識者による検討会を運営し、検討30 
結果については報告書に取りまとめた。 31 

・モニタリング技術開発として、1Fからの処理水放出時に適用するためのトリチウムモ32 
ニターの試作機開発を行い、東北大学サイクロトロンアイソトープセンターにて実液33 
線源による校正を実施した。 34 

 35 
② 被ばく線量等の評価手法・モデル開発【JAEA、NIES、福島県】 36 

(1) モニタリング結果の評価・活用に関する研究【福島県】 37 
・震災から 10 年の区切りとなる令和３年３月までの福島県全域の経時変化マップを作38 
成した(予定)。 39 

・作成した経時変化マップをベースとし、市町村別のマップやタイムスライダーを利40 
用した時系列表示等、公表後に利用者が活用しやすいマップデータを合わせて作成41 
した(予定)。 42 

・マップの作成に合わせ、マップ作成に使用したデータを集積したデータベースを整43 
備した(予定)。 44 
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(2) 放射性物質の環境動態を考慮した被ばく解析評価ツールの開発・整備【JAEA】 1 
・令和２年度に実施した渓流魚の再評価結果、野生きのこの評価結果をとりまとめ、2 

前者は書籍にて、後者は学会にて報告した。 3 
・森林総研等が主導した森林内の放射性 Cs の動態に関するモデルの国際比較に参画し4 
た（日仏 6モデルが参画）。いずれのモデルも実測の放射性セシウム濃度の変化傾向5 
などを再現できたが、事故から 50 年後の予測についてはモデル間のばらつきが大き6 
く、継続した調査、解析による評価が必要であることがわかった。 7 

 (3) コケ等の特性を活かした放射性物質の沈着・飛散挙動評価【JAEA】 8 
・コケバッグを用いた大気中放射性浮遊じんの観測について、福島県内で必要と想定9 

されるパッケージの構築を行った。大気中の放射性物質濃度と、コケバッグ中の放10 
射性物質濃度との関連性について評価を行う見込みである。 11 

・地衣類等に捕集されている飛散物の捕捉状態、化学形態の評価を行い、それらの挙12 
動について知見が得られる見込みである。 13 

・山域の空間線量率分布の調査結果を公開用データベースとして整備する見込みであ14 
る。 15 

 (4) 生活圏における放射性物質のばく露評価【NIES】 16 
・大気中放射性セシウムモニタリングについて、放射性セシウム濃度は、2012 年から17 
指数関数的に減少を続けていた。4 月には営農再開に向けて試験的に実施された野焼18 
き時の調査を行い、野焼き場所における大気中放射性セシウム濃度は、平時の約 2019 
倍高濃度を示したが、数百 m離れた３つの観測点いずれも、大気中濃度の上昇は認め20 
られなかったことを示した。 21 

・野生の山菜やキノコ類摂取における内部被ばく線量評価について、野生の山菜・キ22 
ノコ類の摂食量を推計する調査票を開発し、妥当性評価を行った。本調査票により23 
比較的大規模な調査を実施予定である。また、調理による山菜類、キノコ類の放射24 
性セシウム低減試験により、調理法によっては（茹でと浸水など）、山菜・キノコ25 
類中の放射性セシウムは半分以下に低減できることが分かった。 26 

 27 
 28 
  29 
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２ 除染・廃棄物 1 
＜部門長評価 部門長：井上正（一般財団法人電力中央研究所 名誉研究アドバイザー）＞ 2 
 3 

中課題「除染等に関する継続的な技術支援」では令和 3年度には①放射性物質対策の効果持続4 
性の把握、②除去土壌等の保管等に係る適正管理手法の確立の２課題を実施した。①では昨年5 
度と同様に河川敷や公共施設等の空間線量率は物理的な減衰が主要因であり、自然災害後も含6 
め線量率の上昇は見られないことが確認できた。②については仮置き場で使用している資材は7 
10 年程度の耐久性があることが確認でき、今年度までに終了予定である中間貯蔵施設への輸送8 
の完了時まで安全に汚染土壌等が保管できる確証を得た。仮置場の原状回復では実証試験で深9 
耕、緑肥被覆により土壌の流出が抑制できること、仮置場遮蔽土を用いた客土でも作物の育成10 
が可能であり、且つ放射線量の増加がないことが確認できた。今後も所有者の意向を汲み原状11 
回復を効果的に行っていくことが必要である。 12 
中課題「廃棄物等の適正処理・再生利用技術の確立」では①廃棄物の処理における放射性物13 

質等の適正管理手法の確立、②廃棄物処理施設等における放射線影響評価についての安全性評14 
価、③放射性物質を含む廃棄物等の減容化技術の開発・高度化、④資源循環・廃棄物処理過程15 
におけるフローストックの適正化技術と管理手法の確立、⑤低汚染廃棄物等の最終処分及び除16 
去土壌等の中間貯蔵プロセスの適正化と長期管理手法を実施した。①と②では県内の一般廃棄17 
物最終処分場において中間覆土材として使用している土壌が処分場内で放射性セシウムを吸着18 
している可能性を示した。また、一般廃棄物焼却施設において粘土鉱物を焼却灰に混練するこ19 
とで放射性セシウムの溶出を大きく抑制することができることが確認できた。一般廃棄物最終20 
処分場で実施される土壌による最終覆土は最終処分場に埋め立てられた焼却灰からの放射性セ21 
シウム溶出対策としても有効である可能性を示した。一方、放射性セシウムのうち、セシウム22 
137 は半減期が約 30 年と長いため、今後も継続して処分場からの溶出の有無をモニタリングし23 
ていく必要がある。またバイオマス利用として低濃度の放射性セシウムを有する木質燃料を燃24 
焼させても排ガス中の放射性セシウム濃度は基準値以下にとどまり大気へ拡散する可能性は極25 
めて低いと考えられるが、バイオマスの利用は今後ますます増えると考えられるため、利用方26 
法ごとに周辺環境への影響を把握していく必要がある。③ではバイオマス利活用時の放射性セ27 
シウム及び放射性ストロンチウムの挙動を明らかにしている。また汚染廃棄物の処理・処分に28 
際して処理費用を低減する場合、放射性セシウムを燃焼等により高濃縮する場合などについて29 
事業費の試算を行い今後の最終処分に向けての知見を提供した。④については建設系の産業廃30 
棄物を対象として放射性セシウムの移動量、最終処分量、再生利用量を推定し今後の再生利31 
用、上記③と合わせて最終処分に向けての戦略構築、に向けて基礎的知見を提供している。⑤32 
では土壌や溶融スラグの再生利用にむけて放射線安全評価に係る実証試験を実施し改質剤添33 
加、覆土等適切な処置を施すことにより安全が確保できる知見を得てきているが、住民の安心34 
に向けて長期にわたる試験により更なる信頼度を高めていく必要がある。最終処分場の建設資35 
材としてコンクリートの利用が考えられるが、ここではコンクリートへの放射性セシウムの移36 
行挙動が把握されており今後さらなる知見の蓄積が求められるとともに、関連研究は他分野で37 
も知見が収集されているためその分野との協力、共同が求められる。 38 

以上、令和３年度の成果を評価したが上記中課題について当初計画通り進められたと評価で39 
きる。 40 
  41 
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① 除染等に関する継続的な技術支援【JAEA、福島県】 1 
(1) 放射性物質対策の効果持続性の把握【福島県】 2 
・除染を行った河川敷における、令和元年東日本台風が通過してから２年間の空間線3 
量率の変化について把握する見込み。 4 

・除染を行った河川公園において、令和元年東日本台風が通過してから２年間の空間5 
線量率の変化は概ね放射性物質の物理減衰と同程度のペースで変化していた。 6 

・除染を行った公共施設において空間線量率は低下傾向にあり、除染の効果が維持さ7 
れていること、過去の測定値に基づいた予測値とこれまでの調査結果が良く整合し8 
ており、予測精度が高いことを確認した。 9 

(2) 環境回復技術支援のための除染シミュレーションに基づいた除染支援-「除染活動支10 
援システム（RESET）」の適用性確認と高精度化-【JAEA】 11 

・浪江町の除染検証委員会からの依頼を受け、特定復興再生拠点での除染有無の影響12 
をシミュレーションにより推定した。未除染地が隣接する場合、隣接する 10～20 メ13 
ートルの範囲において除染による線量率低減効果が低くなることを示した。 14 

(3) 除去土壌等の保管等に係る適正管理手法の確立【福島県】 15 
・除去土壌等保管容器は仮置場において確実に遮光保管することで長期耐久性（１０16 
年程度）が期待できることを確認した。また、赤外分光分析法が劣化状況の評価に17 
有効であることを確認した。 18 

・実際の仮置場を対象に農地に原状回復する場合を想定した実証試験を行い、深耕や19 
緑肥（ホワイトクローバー）による被覆により土壌流出量が低減すること、客土に20 
よる地力低下は土壌改良資材により緩和され得ること、仮置場遮へい土を用いた客21 
土による空間線量率増加等の放射線影響はみられないことを確認した。 22 

・仮置場跡地を原状回復した後の跡地利用時の放射線影響評価手法を構築した。想定23 
したいずれの利用方法（水田、畑、公園等）においても年間追加被ばく線量は 1 mSv24 
を下回ることを確認した。 25 

 26 
② 廃棄物等の適正処理・再生利用技術の確立【NIES、福島県】 27 

(1) 廃棄物の処理における放射性物質等の適正管理手法の確立【福島県】 28 
・安定セシウムを用いた吸着試験により、県内の一般廃棄物最終処分場で使用されて29 
いる覆土材が、高濃度の塩の存在下でもセシウム吸着能力を示すことを明らかにし30 
た。その結果から、最終処分場の浸出液処理施設において放射性セシウム吸着材と31 
して活用できる可能性を示した。 32 

・粘土鉱物は高塩濃度下であっても、長期的な放射性セシウム捕集能力を示すことを33 
明らかにした。この結果から、フェーズ 1で示した焼却施設における放射性セシウム34 
抑制技術は、最終処分場での焼却灰の埋め立て処分後において、長期にわたって放35 
射性セシウムの溶出を抑制できる可能性があることを確認した。 36 

(2) 放射性物質を含む廃棄物等の減容化技術の開発・高度化【NIES】 37 
・放射性セシウムに加えて放射性ストロンチウムについても汚染廃棄物の熱処理にお38 
ける挙動を解明した。また、放射性セシウムの資源作物への移行係数を把握すると39 
ともに、資源作物のメタン発酵技術を開発し、放射性セシウムの挙動を明らかにし40 
た。 41 

 木質バイオマス燃焼発電施設においてバーク混焼が灰の融解特性へ与える影響を確42 
認・解析した。また、安定セシウム、放射性セシウム、重金属等の挙動を明らかに43 
した。 44 
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・環境放射能除染学会の県外最終処分技術開発戦略研究会にて、処理・処分のマスバ1 
ランス計算と複数シナリオの経済性を示した。費用最小化で重要な再生利用費等を2 
精査し報告書 Ver.2を公開した。 3 

・熱的減容化後のさらなる減容化方法として、飛灰洗浄・イオンクロマトグラフ濃縮4 
があるが、種々の条件の洗浄液から吸着材によりセシウムの吸着挙動をイオン交換5 
理論により解析した。また、放射性ストロンチウムが問題となる状況に備え、液相6 
から Ca との共晶析現象を活用したカラム方式で、地下水での低濃度条件でも 99.9%7 
程度の連続除去ができる方法を開発した。 8 

 (3) 廃棄物処理施設等における放射線影響についての安全性評価【福島県】 9 
・一般廃棄物最終処分場の浸出液中に含まれる放射性セシウム濃度を調査し、調査対10 
象の５処分場においては、調査開始以来濃度が横ばい、または低下していることを11 
確認するとともに、処分場の埋立が終了し、最終覆土が行われることで放射性セシ12 
ウムの浸出が抑制される可能性を確認した。 13 

・空間線量率から土壌中の放射性セシウム濃度を推計する既存の分析装置について、14 
廃棄物中の放射性セシウム濃度分析への適用可能性を検討した。（見込み） 15 

・ストーカ式燃焼炉及び流動床式燃焼炉を有する施設にて、低濃度の木質燃料を燃焼16 
させても、排ガス中の放射性セシウム濃度等の排出基準は超過せず、周辺大気への17 
放射性セシウムが拡散していないことを明らかにした。（見込み） 18 

 (4) 資源循環・廃棄物処理過程におけるフロー・ストックの適正化技術と管理手法の確19 
立【NIES】 20 

・環境再生事業を通して回収された放射性セシウム量について、簡易推計を行った。21 
空間線量率との直接比較は困難であるが、除染等による環境再生事業が着実に実施22 
されたことが伺えた。 23 

・建設系産業廃棄物のうち、廃プラスチック類の処理・処分に伴う放射性セシウムの24 
移動量を推計した。廃プラスチック類の移動量のうち、屋外に設置されていた部材25 
に由来する総露出表面積と発生地の空間線量率を用いて、放射性セシウムの移動26 
量、最終処分量、中間処理後再生利用量を推計した。 27 

・大容量試料中放射性セシウム濃度の簡易測定法を検討し、シンチレーションファイ28 
バーを測定対象物に巻き付けて測定した線量率を濃度換算する方法を提案した。ま29 
た、低密度汚染廃棄物の汚染状況や除染効率について、イメージングプレート測定30 
結果から簡便に評価する方法を確立した。 31 

 (5) 低汚染廃棄物等の最終処分、及び除去土壌等の中間貯蔵プロセスの適正化と長期管32 
理手法【NIES】 33 

・創造センター研究棟内にあるライシメーター装置を用いた除去土壌の実証試験によ34 
り、改質剤の添加によって放射性セシウムの溶出が抑制される傾向が確認された。35 
また、JESCO との共同研究として実施している粘性土系除去土壌の再生利用や溶融ス36 
ラグ利用に向けた環境安全性試験も継続している。 37 

・Cs-137 及び Sr-90 を用いコンクリートへの浸透実験を複数大学と実施した。また、38 
炭酸化など変質がイオン吸着に強く関与することをその機構とともに解析した。浸39 
透実験による拡散係数と炭酸化による吸着を考慮し、拡散モデルによる予測結果を40 
学会発表した。 41 

  42 
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３ 環境動態 1 
＜部門長評価 部門長：塚田祥文（国立大学法人福島大学 環境放射能研究所 教授）＞ 2 
 3 
本部門では、環境中における放射性物質の移行挙動及び生態系への影響を評価するため、4 

フェーズ２（令和元年度～令和３年度）では「移行挙動評価」「移行モデル」及び「生態5 
系への影響把握」の中区分課題を設定した。本年度はフェーズ２の最終年度であり、これ6 
らの課題に沿って３機関が 12の個別テーマで調査研究を進めてきた。 7 
「移行挙動評価」では、放射性セシウム（以下「Cs」という。）の陸域での移動や陸域か8 

ら海洋への移行を見積もるため、森林から河川・ダム等を経て河口域に至る定量的な評価9 
に向けた研究を実施している。スギ林では、土壌から樹木へ吸収される放射性 Cs 量がコナ10 
ラ林より高いことが明らかになった。河川水中懸濁態・溶存態の放射性 Cs 濃度は、引き続11 
き低下傾向を示していることを明らかにした。また、令和元年東日本台風による豪雨によ12 
ってダム放流水中の溶存態放射性 Cs 濃度が大きく低下し、その水準は１年以上維持されて13 
いることが分かった。河川に生息するヤマメの放射性 Cs 濃度は陸上の広葉樹とリターの放14 
射性 Cs濃度との相関が高く、溶存態放射性 Cs濃度との相関は見られないことを明らかにし15 
た。河口域に設置したセディメントトラップの結果から、河川を移動した海底に堆積する16 
放射性 Csが海底堆積物中の放射性 Cs総量の４％であることを示した。 17 
「生態系への影響評価」では、二本松市などにおいてイノシシ等野生動物の体内における18 

放射性核種の動態解明に向けた食性や行動等の調査を行うとともに、避難指示区域周辺に19 
おける昆虫類などのモニタリング調査や、植物の遺伝子等に対する環境中放射線の影響評20 
価に取り組んでいる。ツキノワグマ５頭の首輪に線量計付き GPS 発信機を装着し、その行21 
動圏及び実際に利用している場所の線量率測定を試みた。モデル植物シロイヌナズナの培22 
養細胞を用いた放射線ばく露によって、毎時約 18 µGy においても、ゲノムの突然変異割合23 
の増加が見られないことを明らかにした。このほか、避難指示の設定及び解除期間で送粉24 
者のハナバチ類の減少がみられないことを確認した。 25 
「移行モデル」では、福島県の河川における放射性 Cs の長期的な濃度、移行量などの変26 

動や予測のため、モデルを構築し、パラメータを整備している。陸域動態モデルにリター27 
分解の温度依存性を考慮した森林コンパートメントモデルを組み込み、河川水中の溶存態28 
放射性 Cs 濃度に関する大雨時の挙動及び季節変化の再現性を向上させた。多媒体環境動態29 
モデルによるシミュレーションによって、ダム湖への放射性 Cs 流入フラックスに対して流30 
出フラックスが１％程度以下となり、放射性 Cs の多くが底質に移行したと予測された。環31 
境動態研究による最新の成果を、廃炉研究の成果と併せて根拠情報 Q&A サイトで公開し、32 
コンテンツを充実させた。 33 
環境動態部門では、当初の計画に基づいて着実に調査研究を進展させており、将来に亘る34 

福島県の環境における放射性物質の移行挙動と影響を明らかにし、福島県民の安心・安全35 
な生活の醸成に資するための科学的知見の蓄積を進めている。これらの内容については、36 
定期的な部門会議・セミナーによって情報共有を行い、環境創造シンポジウムや成果報告37 
会、環境創造センター年報、ホームページ等を通じ県民へ情報を発信している。令和４年38 
度からスタートするフェーズ３においても、新たな局面を迎えている帰還困難区域、農林39 
水産業の再興や帰還判断、住民の安心・安全等に関する地域のニーズに直接応えるため、40 
アンケートで頂いた意見などを今後の研究方針へ反映し、連携機関と協力して推進する。 41 

 42 
 43 
 44 
 45 
 46 
 47 
 48 
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① 移行挙動評価【JAEA、NIES、福島県】 1 
(1) 放射性核種の環境中における移行挙動の実態把握及び将来予測に関する研究【福島2 

県】 3 
・阿武隈川水系及び浜通りの主要河川におけるモニタリングを継続し、河川水中の懸濁4 

態・溶存態放射性 Cs 濃度が引き続き低下傾向を示すことを明らかにした。 5 
・極まれに採取される高濃度の放射性 Cs が検出された河川試料に対して、不溶性放射6 

性 Cs粒子の有無を簡便に判定する手法の確立を進めた。 7 
・観測結果を基に TODAM モデルによる形態別放射性 Cs 動態のシミュレーションを実施8 

し、広瀬川流域における平水時及び出水時の挙動を再現した。また、口太川流域にお9 
ける平水時の挙動を再現した（見込）。 10 

・懸濁態放射性 Cs の負荷源を明らかにするために、河川を流れる懸濁物質の特性把握11 
を進めた。 12 

・浜通りを流れる前田川流域における放射性核種の動態調査により、令和元年東日本台13 
風に伴う河川上流域からの放射性 Cs の著しい流出が見られなかったことを明らかに14 
した。 15 

(2) 森林域における環境動態及び林産物への放射性物質の移行挙動に関する研究 16 
 【JAEA】 17 
・スギ１林分とコナラ１林分における Cs 分布および森林内の Cs 移動量データを取りま18 

とめ、土壌から根系を介して樹木地上部へ移行する Cs 量を推定した。（学会発表１19 
件） 20 

・福島県全域で取得された森林データを解析し、放射性プルームの湿性沈着割合が高い21 
ほど空間線量率の低減速度が速いことを明らかにした。（筑波大委託研） 22 

・植生や地形が林内の空間線量率に及ぼす影響を解析するために必要となる現地データ23 
の収集を実施した。（森林総研共研） 24 

・森林内の環境を模擬した室内試験により、溶存態 Cs 生成メカニズムと有機物（落葉25 
や樹木）から植物や菌類（きのこ）への Cs 分配および移行挙動に係る影響因子を明26 
らかにした。（学会発表１件、論文投稿１件） 27 

 (3) 水域における環境動態及び水産物への放射性物質の移行挙動に関する研究 28 
【JAEA】 29 

・貯水池における体系的な調査に基づき、間隙水を介した底質から水柱への溶存態放射30 
性 Cs 溶出量を定量した。溶出の主要因がアンモニウムイオンとのイオン交換である31 
ことを提示するとともに、貯水池底質に蓄積した放射性 Cs が長期的な溶存態放射性32 
Csの供給源となる可能性を示唆した。 33 

・浜通り地方９河川において流域森林への放射性 Cs 沈着割合が高い河川ほど溶存態放34 
射性 Cs 濃度が低いことを示した。水質データ等から、上述した、流域に存在する貯35 
水池底質からの溶出が溶存態放射性 Cs濃度に影響している可能性を示唆した。 36 

・河川から流出する放射性 Cs が河口・沿岸域に与える影響について、請戸川河口にお37 
ける係留系を用いた長期観測に基づき評価した。堆積物に含まれる放射性 Cs の二次38 
的な移動が河口・沿岸域での Cs 動態に支配的であり、海底に堆積する河川由来 Cs は39 
堆積物総 Cs 量の４％であることを示した。 40 

・放射性 Cs は土壌面からの流失が限定的である一方、舗装面からの流失は非常に大き41 
く、市街地は放射性 Csが流失しやすい環境であることが確認された。 42 

 43 
 44 
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 (4) 固相－核種相互作用及びセシウム捕捉・吸脱着メカニズム解明【JAEA】 1 
・環境中の放射性核種含有固相のメカニズム解明に資する元素構成や化学結合状態など2 
を評価した。 3 

・鉱物等に収着する核種の化学種同定および、環境影響についての理解を進めた。 4 
・Cs をはじめとする放射性核種の移行挙動解明に資する環境中での分布データを取得5 
し、表土中の放射性核種濃度の深さ分布の経時変化などを評価した。 6 

・電顕的手法等の分析法を活用して、生体組織中の放射性物質（アナログ元素を含む）7 
の保持状態を評価するための前処理法や分析法を確立した。 8 

(5) 放射性セシウムの生物移行特性評価と将来予測【NIES】 9 
・南相馬市太田川における調査データを取りまとめてヤマメと各環境中放射性 Cs 濃度10 
との相関分析を行ったところ、陸上の広葉樹とリターの放射性 Cs 濃度と相関が高11 
く、溶存態放射性 Cs濃度との相関は見られなかった。ヤマメの放射性 Cs取り込みに12 
おける陸域環境の重要性が示唆された。 13 

・また、飯舘村山林でコシアブラ若木の掘り起こし調査を行った結果、平均 90％の根14 
が浅い土壌層（深さ 10cm まで）に分布していた。さらに、この浅い土壌層の交換性15 
画分とコシアブラ葉のストロンチウム同位体比はほぼ同じであり、浅い土壌層がコ16 
シアブラの養分吸収源であることが確認できた。土壌中の放射性 Cs は大部分が浅い17 
土壌層に蓄積しているため、ここからの吸収抑制が対策として重要と考えられた。 18 

 (6)流域スケールでの生物利用性放射性セシウムの動態解明【NIES】 19 
・福島県相双地域の主要河川において水中に含まれる懸濁態･溶存態 Cs-137 濃度(4 河20 
川･7 地点)を毎月観測した結果、2019 年の台風 19 号がもたらした豪雨後に、うち 221 
つの河川において台風前に比べて懸濁物質中 Cs-137濃度および溶存態 Cs-137濃度が22 
大きく低下し、台風後 1年間は台風以前の濃度変動から予測される濃度水準まで回復23 
しなかったことがわかった。 24 

・また 2 つのダム放流水に含まれる溶存態 Cs-137 濃度も大きく低下するとともに、125 
年間を通して常にダム流入水より放流水中の濃度が低く、台風後にダム湖が溶存態26 
Cs-137 の吸収源として機能していることがわかった。 27 

 28 
② 移行モデル【JAEA、NIES】 29 

(1) 陸水域動態モデルの開発【JAEA】 30 
・陸域動態モデルである GETFLOWS に対し、リター分解の温度依存性を考慮した森林コ31 

ンパートメントモデルを組み込むことで、河川水中の溶存態 Cs 濃度の大雨時の挙動32 
および季節変化の再現性を向上した（論文投稿中 1件）。 33 

・陸域動態モデルである GETFLOWS に比べ、より簡便に同様な評価を可能とする陸域動34 
態モデル RADFLOW を整備し、河川水中の懸濁態及び溶存態 Cs 流出の大雨時と平水時35 
の挙動の再現性を確認した（学会発表 1件）。 36 

(2) 流域圏における多媒体環境モデリング【NIES】 37 
・上流森林域からの中長期的な Cs-137 の流出現象の把握・解明に関しての関心が高い38 

松川浦流域を対象に、生物利用性が高いと考えられる溶存態 Cs-137 の挙動を中長期39 
に予測するために、Cs を３つの形態でモデル化し、さらに高解像度の樹種別割合な40 
ど土地利用情報を含む流域データ（307流域）を作成した。さらに、溶存態季節変動41 
性やアメダス降雨データに基づく土壌流出プロセスのモデル化を進め、多媒体環境42 
動態モデル G-CIEMS で中長期予測を実施した。松ヶ房ダムへの流入フラックスに対43 
して流出フラックスは１％程度以下であり、多くが底質に移行したと予測された。44 
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河川を流下するフラックスの経年変化や溶存態・吸着態の寄与割合は土地利用区分1 
の違いなどを反映する結果となった。ニーズや観測結果に基づくモデルの改良等を2 
進めることで、より有用性の高い予測結果を得られることが期待できる。 3 

(3) 福島の環境影響評価を総合的に行う包括的評価システムの整備【JAEA】4 
・廃炉研究を含む最新の研究成果を取り込み（10 項目程度を追加）、根拠情報 Q&A サ5 

イトのコンテンツを充実させた。（予定）6 
・新しい放射性物質モニタリングデータの情報公開サイトについて、10 月に本公開し7 

た。8 
9 

③ 生態系への影響把握【NIES、福島県】10 
(1) 野生動物に対する原子力発電所事故の影響に関する研究【福島県】11 

・イノシシ等の筋肉における放射性核種濃度をモニタリングし、イノシシにおいて基12 
準値超過する個体が検出する等、現在の状況を把握した（予定）。13 

・イノシシ及びツキノワグマの胃内容物において、放射性核種濃度をモニタリングす14 
るとともに、その組成を調査し、季節により食性が変化することを確認する等、食15 
性に関する知見を得た（予定）。16 

・イノシシ及びツキノワグマに GPS 発信機を装着することで、その行動を調査し、行17 
動圏や利用場所を把握した（予定）。18 

(2) 放射線等の生物影響評価【NIES】19 
・植物（シロイヌナズナ）の培養細胞を、高線量地域（大熊町；毎時 18μGy 以下）及20 

び低線量地域（三春町、つくば市；毎時 0.1μGy）の線量率下で培養し、全ゲノム配21 
列を決定し突然変異の質と量に違いがあるかを検証した。その結果、レファレンス22 
配列に対して両地域ともに約 20,000 個の一塩基変異の挿入が観察され、約 4,000 個23 
の一塩基欠損が観察されたが、線量の違いによる有意差は見られなかった。24 

・また、一塩基変異のうち放射線により起きやすいとされているトランスバージョン25 
変異（以下の塩基間での変異；A ⇄ T、A ⇄ C、T ⇄ C、T ⇄ G）の割合について評価し26 
たところ、この変異の割合は全ての地域で 50％程度の頻度で観察された。27 

・以上の結果から少なくとも毎時 18μGy の線量率では突然変異の増加は見られないこ28 
とが明らかになった。29 

(3) 生態系の実態把握と回復研究【NIES】30 
・昨年度に引き続き避難指示区域とその周辺の生物分布データを取得するとともに31 

2020年までの音声データに基づく鳥の出現記録データを整備、Ecological Research32 
誌のデータペーパー(Fukasawa et al. 2017)を更新する形で公開した。33 

・ハナバチ類と避難指示の関係を評価し、2015-2019 年までのデータでは避難指示後解34 
除された地域で多くの種は顕著に減っていることがないことを確認した。35 

・また、営農再開水田等でのトンボ自動撮影装置による 2018-2020 の調査データをと36 
りまとめ、自動撮影による調査の有効性を確認した。37 

・また、車載カメラの映像から水田の環境指標種となるサギ類の個体数推定手法を開38 
発した。加えて、豚熱ウイルスを環境水から検出する手法を開発した。39 

40 
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４ 環境創造 1 
＜部門長評価 部門長：中田俊彦（国立大学法人東北大学 教授）＞ 2 

 3 
環境創造部門では、2011 年東日本大震災からの復興を着実に進めて豊かな地域社会を実4 

現するために、達成すべき目標として持続可能な社会システムのデザインと分析を主眼と5 
している。具体的には、「持続可能な地域づくり」、「強靱な社会づくり」、「自然豊か6 
なくらしの実現」、「統合イノベーションの創出」の四種の中区分課題を設定している。7 
県内の各地域社会の特徴と国際社会の動向の理解に基づいて、カーボンニュートラル社会8 
への移行とそれに伴うパラダイム転換を見据えて、課題の解決を進めている。 9 

「持続可能な地域づくり」では、生活・環境・産業が調和した将来復興ビジョン構築、10 
地域環境資源を活かしたまちづくり拠点の創出、バイオマスを利用した環境創生型地域づ11 
くりに取り組んでいる。今後は、研究成果の地域社会への実装とそのフィードバックの分12 
析、福島で得られた学術成果の発信、地域開発を主眼とする多様な地域活動団体との連携13 
が求められる。 14 

「強靱な社会づくり」では、災害に伴う環境・健康リスクの管理戦略の策定を目的とし15 
ている。災害に伴う環境・健康リスクの管理手法の構築、災害時の環境影響評価手法の開16 
発に取り組んでいる。今後は、地域特性を把握するための空間解像度の向上、災害発生後17 
の時系列変動を把握するための時間解像度の分析など、管理戦略の機能を向上させること18 
が重要となる。災害対応を主管する地方公共団体との成果の共有やフィードバック機能の19 
導入も必要となる。 20 

「自然豊かなくらしの実現」では、猪苗代湖の水環境に関する研究、豊かな自然のため21 
の生態系管理手法開発に取り組んでいる。猪苗代湖の分析では、時間・空間解像度の高い22 
水質データを取得して、物質フローとストックの収支を組み合わせて、科学的知見に基づ23 
く水質保全の効果的方法の提案を進めている。また、会津地方などの森林生態系を対象と24 
して、水循環の特性把握に基づいて、生態系の保全と管理手法の開発を進めている。中山25 
間地の持続可能性を保持するための重要な知見が得られることになる。 26 

「統合イノベーションの創出」では、環境情報技術を活用した地域環境創生支援手法の27 
開発、地域環境創生に向けた社会コミュニケーション手法及びキャパシティ・ビルディン28 
グ手法の開発、正確な情報の効果的な発信のあり方に関する研究にそれぞれ取り組んでい29 
る。地域エネルギー需給の現状把握に基づく復興まちづくり計画への支援、街づくりを進30 
めるうえで主役となる住民と地方公共団体の役割とコミュニケーション機能の強化、行政31 
が住民に向けて発信する情報とその受容について、調査と分析を進めている。イノベーシ32 
ョン・コースト構想やカーボンニュートラル宣言などの新たな施策を地域で具現化するた33 
めに重要なアプローチである。 34 

以上のように、本部門ではゼロカーボン社会の設計、災害廃棄物のリスク管理、自然環35 
境の保全、これらに必要な客観的データである科学的エビデンスの取得と分析、普遍的な36 
評価手法や目標達成に至るシナリオ開発、シナリオを合理的に策定する社会科学手法の応37 
用など、従来の研究分野の枠組みに囚われない、分野横断型の研究アプローチを進めてき38 
た。今後は、調査対象地域の拡充、得られた知見に基づく地域社会への貢献と実践、福島39 
県内の多様な地域計画への貢献が求められる。要因分析を進める上で、県内各地域の特殊40 
性と、国内に共通する普遍性に分けて、地域特性を俯瞰かつ定量的に表現する技法が求め41 
られる。被災地の復興に留まらずに、カーボンニュートラルに向けた社会の変革、感染症42 
の勃発を契機にして新たな社会システムへの移行がグローバルに進んでいる。復興事業を43 
大きく超える世界規模での社会の構造変化を見据えて、持続可能性とカーボンニュートラ44 
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ルを前提とする地域社会の規範を、継続して探求していくことを期待する。 1 
  2 
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① 持続可能な地域づくり【NIES】 1 
(1) 生活・環境・産業が調和した復興ビジョン構築【NIES】 2 

・避難指示解除と帰還の進展を受け、解除区域を含む避難地域での経済活動の再開状況3 
や居住率の回復状況を時系列的に調査し地域により異なる帰還の状況と人口動態の分4 
析を継続した。 5 

・脱炭素社会の実現のため、温室効果ガス排出量を実質ゼロにする「ゼロカーボン宣6 
言」をする自治体で、将来の排出量とゼロカーボン・カーボンニュートラルを達成す7 
るために必要な対策とその効果を計算する手法を開発し、特に最終的な目標と現状を8 
繋ぐロードマップの構築手法を整備した。これを反映して令和 2 年度に作成・公開し9 
た脱炭素社会実現のための計画策定の手順に関するマニュアルを改訂・公開した。 10 

・また地域統合評価モデルにおいて脱炭素社会構築に向けた地域での再生可能エネルギ11 
ー供給（域内自給と域外への供給）の詳細を記述する地域エネルギーモジュールを開12 
発した。 13 

(2) 地域環境資源を活かしたまちづくり拠点の創出【NIES】 14 
・3つの先進事例（宮城県・女川町等）の調査結果より計 28のパターンが抽出された．15 
その内、3事例に共通する中核的な要素として 12のパターンが抽出された。例えば，16 
個別の対立を超えてプロジェクトを進めるために、プロジェクトに多くのステークホ17 
ルダーが関与する機会を確保することの必要性等が抽出された。さらに，抽出された18 
パターンの連関構造を分析することで、全体的な構造として、動き出すためのきっか19 
けがあり、そして、最初は調査研究やローカルコミュニケーションなどの間接的な取20 
り組みがなされつつ、組織体制や基本計画が整備され、それらに続いて、直接的なプ21 
ロジェクトのデザインがなされるという構造が共通して見出された．これらを通じ22 
て、先進地域から他地域へと持続可能な地域づくりの技術・知識・経験を展開するた23 
めの基礎的な知見を提示することができた。 24 

(3) バイオマスを利用した環境創生型地域づくり【NIES】 25 
・毎木レベルでの予測が可能である BaIM モデルの改造を完成させた。モデルを用い森26 
林と林業の回復と再生をより進めるための各種の具体的な森林管理シナリオを開発27 
し、将来にわたる森林施業や木材利用、バイオマスエネルギー利用、脱炭素に向けた28 
地域の統合的なビジョンを自治体と連携し検討した。 29 

 30 
② 強靭な社会づくり【NIES】 31 
(1) 災害廃棄物の統合マネジメントシステムの構築【NIES】 32 

・災害廃棄物処理のマネジメントや人材育成に関する成果の妥当性を社会実装を通じて33 
検証し、統合マネジメントの枠組みを構築した。 34 

・基礎自治体が自律的かつ着実に災害廃棄物対応力を向上していくうえで活用できるマ35 
ネジメントツール（通称：Sai-hai）を開発、実装した。 36 

・廃棄物処理カバナンス戦略に関して既往研究の体系的なレビューなどから平時―災害37 
時のガバナンスの関係性に関する仮説を構築するとともに、広域巨大災害における災38 
害廃棄物の出口戦略に関して概念設計等に着手した。 39 

(2) 災害に伴う環境・健康リスクの管理戦略【NIES】 40 
・災害に備えた基盤情報システムの構築に向けて、過去の化学物質放出事故事例の解析41 
を進めるとともに、事業者に対するアンケート調査を実施し、必要とされる情報に関42 
する知見を得た。 43 

・自動同定定量システムをクラウドに設置して Web上での解析可能な形式とした。 44 
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・海域における流出油事故の起源推定や汚染影響評価に向けて、船舶重油のみならず陸1 
上施設で大量に使用されている石油製品の系統的収集と分析を開始した。 2 

・災害時環境調査及び疫学調査ツールの日本版を作成した。 3 
 4 

③ 自然豊かなくらしの実現【NIES、福島県】 5 
(1) 猪苗代湖の水環境に関する研究【福島県】 6 

・猪苗代湖北部浅水域の底層DO濃度に与える浮葉植物の影響を明らかとする見込みであ7 
る。 8 

・猪苗代湖や流入河川において実施した定期調査や水質分析により得られたデータを基9 
にして、猪苗代湖内のCOD等の水質指標を対象とした水質予測モデルを構築する見込10 
みである。 11 

・水質浄化実証試験施設を設置し、猪苗代湖流入河川を対象とした直接浄化試験を開始12 
する見込みである。 13 

(2) 豊かな自然のための生態系管理手法開発【NIES】 14 
・奥会津地域におけるSentinel衛星のデータを分析し、現況での植生分布を詳細に推定15 
した。水土保全や土砂流出について三島町大谷地区において水文、および中乙田地区16 
において気象モニタリングを継続し、小流域における水文モデルを適用した。開発し17 
た手法の浜通り地域への適用を検討した。 18 

 19 
④ 統合イノベーションの創出【NIES、福島県】 20 
(1) 環境情報技術を活用した地域環境創生支援手法の開発 【NIES】 21 

・フェーズ 2 の成果を取りまとめてフェーズ 3 の研究立ち上げに繋げるため、持続可能22 
社会実現に向けた環境まちづくりを目指して政策担当者と協議するとともに、適切な23 
事業・技術を選定し環境まちづくりを実現するための地域解析システム開発の研究に24 
着手した。具体的な実施内容は次の通りである。 25 

・環境に配慮した復興まちづくり計画について浜通り地域を中心に事例調査を進め、事26 
業性や CO2排出削減を定量化・モデル化する作業を開始した。 27 

・先導モデル地域を選定し、災害後の地域の復興・再生に向けた課題とその解決のため28 
の検討を行った。 29 

・各事例の事業・技術の選定・評価、実施のプロセスを整理する作業を進めており、と30 
くに地域エネルギーや環境まちづくりを円滑に実施するプロセスについての知見が得31 
られる見込みである。 32 

(2) 地域環境創生に向けた社会コミュニケーション手法及びキャパシティ・ビルディング33 
手法の開発 【NIES】 34 

・福島県内市町村を対象として森林資源をめぐるコミュニティ・ガバナンスに関する実35 
証的研究を実施した。市町村の森林再生事業・バイオマス利用に係る政策過程および36 
ステークホルダーの課題認識・ニーズを分析し、成果を国際学会で報告した。 37 

・福島県のこおりやま広域圏 16 市町村を対象として気候変動対策に関する実証的研究38 
を実施した。市町村の気候変動対策に資する政策基盤と推進体制を分析し、成果を国39 
内論文誌に発表した。 40 

(3) 正確な情報の効果的な発信のあり方に関する研究 【福島県】 41 
・環境配慮行動として県民が実施している節電などの省エネ行動に着目し、アンケート42 
調査結果の解析を基に構築した県民の家庭における省エネ行動のモデルについて精緻43 
化を行った。構築したモデルから、県民が実施している省エネ行動に影響していると44 
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考えられる要因について知見を得た。 1 
・構築したモデルから得られた知見を基に、磐梯町においてモデル事業を実施した。モ2 
デル事業の内容やその他調査結果の分析等を通じて、県民の環境配慮行動の促進に資3 
する知見について整理する見込みである。 4 

  5 
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第３ 情報収集・発信 1 
 2 

引き続きウィズコロナに対応した情報発信手法を検討するとともに、感染症防止対策3 
を徹底し、以下の取組を行った。 4 

・開所５周年を迎えたことから、地元紙への掲載、企画展や記念イベント等を実施し、広5 
くセンターの取組等を発信した。 6 

・環境創造センター３棟（本館・研究棟・交流棟「コミュタン福島」）を周遊するイベン7 
トを開催し、研究成果や三機関の取組について研究員等との対話・交流により、わかり8 
やすい情報発信を行った。 9 

・研究成果報告会については、ウィズコロナに対応し、オンラインにより実施するととも10 
に、ウェブサイトでも情報発信を行った。 11 

・機関誌の発刊、町村会や公的団体の機関誌などへの寄稿のほか、地元以外の市町村へも12 
広報誌掲載を働きかけるなど、様々な媒体を通じた情報発信を積極的に行った。 13 

・交流棟展示について、展示更新検討会を開催し、開館以降の状況変化等に対応した展示14 
更新内容を取りまとめた。（予定） 15 

 16 
１ モニタリングデータの収集・発信 17 

 18 
① モニタリングデータの収集・発信体制の検討及び構築【福島県】 19 
・ウェブサイトにおいてモニタリングデータの収集・発信を継続して実施した。 20 
・昨年度充実させた英語版ページを広く周知するため、日本語及び英語のチラシを作成21 

し、県や各市町村の国際交流協会にチラシを配布した。 22 
② 放射性物質モニタリングデータの情報公開サイトの開設【JAEA】 23 

・新しい放射性物質モニタリングデータの情報公開サイトについて、10 月に本公開を開24 
始した。空間線量率や環境試料の放射性物質濃度など公開データを収集し、フォーマ25 
ットを整理したうえで本データベースサイトに登録した。 26 

（https://emdb.jaea.go.jp/emdb/） 27 
・福島県が路線バス等で測定した放射線量等データについて解析し、不要・不正データ28 
の削除や補正作業を実施した。 29 

 30 
２ 調査研究成果の収集・発信 31 

 32 
① 調査研究成果等の収集及び体系的整理【福島県】 33 

ウィズコロナに対応しながら、調査研究成果等の情報について、以下のとおり発信し34 
た。 35 

・県とIAEAとの間の協力に関する2020年までの中間報告書（日本語・英語）をウェブ上36 
に掲載した。 37 

・ホームページ改修による研究成果のアクセス性の向上を図った。 38 
・研究成果報告会をオンラインにより実施するとともに、ウェブサイトでも情報発信を39 

行った。 40 
・環境創造センター周遊イベントを実施し、研究員等との対話・交流により、わかりや41 

すい情報発信を行った。 42 
・三機関連携した出張講座を県内中学校において行った。 43 
・福島県環境創造シンポジウムを開催し、ブース出展により研究成果等を発信した。 44 
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 1 
・コロナ禍において、県外等との移動を伴う誘致活動や視察受入、サイエンストークな2 

ど県民等との対話・交流を伴う活動については、休止や縮小をせざるを得なかった。 3 
② 福島原子力事故関連情報アーカイブの継続【JAEA】 4 
・福島原子力事故関連情報アーカイブ（FNAA）に、福島原発事故に関する研究成果・イ5 

ンターネット情報等14,846件を追加収録した（11月末時点） 6 
・福島総合環境情報サイト（FaCE!S）の根拠情報Q&Aサイトに、新知見コンテンツを登録7 

した。（https://fukushima.jaea.go.jp/ceis/） 8 
③ 研究関連刊行物の発刊【福島県・NIES】 9 
・県では、環境創造センターにおける調査研究等をはじめとした取組を広く周知する 10 
ため、福島県環境創造センターニュースレターを四半期毎に作成・配布・ウェブサイ11 
トへの掲載を行った（４回中３回発行済）。 12 

・三春町の広報誌「広報みはる」において、調査研究内容や研究者について紹介する記13 
事の連載を行った。 14 
����ニュースレターは、環境創造センターウェブサイトにおいて公開 15 

https://www.fukushima-kankyosozo.jp/download.html 16 
・NIES では、NIES レターふくしまに替わり、災害環境研究の取り組みを福島県内の一般17 
（特に次世代層）に伝えるため、「ふくしまから地域と環境の未来を考える WEBマガジン       18 
FRECC+」の Webサイトを新設し、月１～２記事を公開した。 19 

・また、WEB マガジンとして公開した記事の中を再編集した冊子「FRECC+エッセンス」20 
vol.１～２を発行し、福島県内の自治体、教育機関を中心にそれぞれ約３０００部を21 
配布した。 22 

・災害等で生じた課題の解決に社会の最前線で取り組んでいる方々へ災害環境研究の最23 
新の成果をお届けするため、「災害環境研究の今 第３号 除去土壌と除染廃棄物の24 
適正管理と再生利用に向けた技術」を発行した。（予定） 25 
����刊行物は国立環境研究所のウェブサイトで公開 26 

https://www.nies.go.jp/fukushima/magazin/ 27 
④ 交流棟「コミュタン福島」展示室での調査研究成果の発信【福島県】 28 

・交流棟の展示室において、より効果的に調査研究成果を発信するための展示内容の更29 
新について検討を行った。 30 

 31 
３ 環境回復・地域再生・環境創造に関する情報の収集・発信 32 

 33 
① 環境回復・地域再生・環境創造に関する情報発信【福島県・NIES】 34 

・ウィズコロナ時代に対応し、オンラインも活用したハイブリッド形式の福島県環境創35 
造シンポジウムを開催した。 36 

・県内高校生によるプレゼンテーション大会を開催し、本県の環境回復等について首都37 
圏におけるテレビ放送など様々なメディアにより県内外に広く発信した。（予定） 38 

・NIESでは、以下のとおり、自治体主催または自治体と共催するワークショップ等を通39 
して情報発信に取り組んだ。 40 
「福島再生・未来志向プロジェクトシンポジウム」を環境省とともに主催し、環境省41 
が福島県と締結した協定の下、「未来志向の環境施策」の推進に向けて県内の企業・42 
団体等にもその趣旨を広く周知し、未来志向の環境施策の推進に関する情報発信を行43 
った。 44 
「第10回ふくしま再生可能エネルギー産業フェア（REIFふくしま2021）」において、45 
地域資源を活用し、環境に配慮した地域創生に関する福島県自治体と連携研究した取46 
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組や立体地図による情報発信を行った。（予定） 1 
 2 

② 除染活動を支援する情報の発信 【JAEA】 3 
・福島県と協力して、川俣町の除染後の空間線量率の予測解析を実施するとともに、定4 
期的に線量測定を実施し解析を行った。年内に解析結果を川俣町に報告した。 5 

・浪江町からの依頼に基づき特定復興再生拠点の空間線量率を解析し、報告した。 6 
 7 

４ 交流棟「コミュタン福島」における取組 8 
 9 
   ウィズコロナに対応しながら、県民等との対話・交流を通した情報発信やウェブを活10 

用した情報発信を幅広く行った。 11 
また、交流棟の展示について、「福島県環境創造センター交流棟展示更新検討会」を12 

設置し、展示更新の内容について検討を行った。 13 
  14 
① 県民等のニーズを踏まえた交流棟における情報発信【福島県・NIES】 15 
・社会情勢や県民ニーズを踏まえ、交流棟展示や案内スタッフの知識のアップデートを16 

行いながら、交流棟の運営を行った。 17 
・環境問題や科学に対する子どもたちの興味・関心を高めるため、感染防止対策を徹底18 

しながら、イベントを開催した。（再掲） 19 
・ウィズコロナに対応し、オンラインも活用したハイブリッド形式の福島県環境創造シ20 

ンポジウムを開催した。（再掲） 21 
・ウィズコロナに対応し、交流棟のおける情報をオンラインで発信するウェブコンテン22 

ツ「おうち deコミュタン」の充実を図るとともに。各種広報媒体で周知した。 23 
・県民等のニーズを把握するため、東日本大震災・原子力災害伝承館やリプルンふくし24 

まの運営スタッフと運営状況等についての情報共有を行った。 25 
② 世界的な環境問題に関する転換を踏まえた学習プログラムの整備【福島県】 26 
・新規体験研修プログラムとして SDGs を学ぶプログラム「コミュタン福島で学ぶ“福島27 

と SDGｓ”」の運用を開始した。 28 
・環境問題に関する世界的な潮流の変化を踏まえた展示内容の更新について検討を行っ29 

た。 30 
③ 県内外からの交流棟来館促進【福島県】 31 
・新たに開発した SDGs を学ぶプログラムについて、県外学校等の来館促進に向け、観光32 

団体と連携したプロモーション活動を行った。 33 
・来館年齢層拡大のため、県内の高校を対象に交流棟のモニターツアーを実施した。 34 
・県内外のイベントにおけるブース出展により PR活動を行った。 35 
・ウィズコロナに対応し、交流棟のおける情報をオンラインで発信するウェブコンテン36 

ツ「おうち deコミュタン」の充実を図るとともに、各種広報媒体で周知した。 37 
（再掲） 38 

・「コミュタン福島お花でお出迎えプロジェクト」を実施し、来館者を明るく迎える雰39 
囲気づくりを行った。 40 

・県内小中学校団体への貸切バス代補助を 178校（見込み）に対して行った。 41 
④ 学会、国際会議等の誘致【福島県】 42 

・今年度もコロナ禍において、県外等への移動が困難であること、学会等がオンライン43 
で行われていることから、誘致活動は休止をせざるを得なかった。 44 
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・また、IAEA 協力プロジェクトに関する会合やワークショップを環境創造センター等で1 
開催した。（７月、10月、１～２月（予定）） 2 

⑤ 関係機関とのネットワークの構築【福島県】 3 
・県内の多様な団体が連携・協力して県民に科学や技術を伝える組織「spff」の構成団4 

体としてオンラインによる情報交換を行った。 5 
・大学や研究機関、NPO、県庁関係各課等の取組状況や成果等を共有する機会を創出する6 

ための福島県環境創造シンポジウムを開催した。 7 
⑥ 他館との連携及びボランティア活用による館運営【福島県】 8 
・国立科学博物館の展示コンテンツを活用した特別展「ノーベル賞を受賞した日本の科9 
学者」及び産業技術総合研究所地質調査総合センター地質標本館の展示コンテンツを10 
活用した特別展「日本列島大分析 元素で見る『地球化学図』 in コミュタン福島」を11 
開催した。 12 

・東日本大震災・原子力災害伝承館との連携による出張コミュタンを実施した。 13 
・いわき震災伝承みらい館の企画展へ講話や出張コミュタンの出展等を実施した。 14 
・県民等のニーズを把握するため、東日本大震災・原子力災害伝承館やリプルンふくし15 
まの運営スタッフと運営状況等についての情報共有を行った。 16 

・イベント等においてボランティアスタッフの活動の場を提供するとともに、コミュタ17 
ン福島ボランティアスタッフの新規登録のための説明会を開催した。 18 

 19 
◎ 主な評価と課題 ＜１次評価：福島県環境創造センター＞ 20 
 21 
・県民等が求める各種モニタリングデータや研究情報等をウェブサイト等を活用し、わ22 
かりやすく情報発信するとともに、ウェブサイトについて広く周知を図った。 23 

・県民等に親しみやすい内容でわかりやすく調査研究成果の発信に努めた。 24 
・調査研究の成果のみではなく、環境創造センターで活動する研究者の人物像を紹介す25 
ることで、センターへの親近感の醸成に寄与した。 26 

・外部有識者の意見も聞きながら、調査研究成果の情報発信力強化につながる新規展示27 
物について検討を行った。 28 

・調査研究の取組や成果について、より一層の情報発信に努めるとともに、発信対象を29 
意識した情報発信を行う必要がある。 30 

・ウィズコロナに対応したシンポジウム等の開催により広く取組状況や成果の発信を行31 
うことができた。 32 

・県内高校生によるプレゼンテーション大会を通じ、特に首都圏に向けて福島の現状や33 
高校生の福島への想いを発信することができた。 34 

・交流棟の展示内容や運営スタッフの案内については、常に情報のアップデートを意識35 
し、また、ウィズコロナに対応しながら、社会情勢変化や県民ニーズを踏まえた運営36 
を行った。 37 

・十分な感染対策を行いながら、イベント等を開催し、環境創造センター等の取組につ38 
いて発信した。 39 

・ウェブサイトの充実などウィズコロナに対応した情報発信を実施した。 40 
・コミュタン福島における体験学習メニューに SDGs を学ぶプログラムを開発し、今後の41 
交流棟への来館促進に繋げることができた。 42 

・交流棟の来館者数については、コロナ禍において、前年度比 251％（前々年度比 86%）、43 
51,551 人（令和 3年 12月末現在）だった。 44 
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・コロナ禍で学校からの来館が難しいという課題解決のため、ウェブサイトの活用や動1 
画配信など利用促進に努めるとともに、モニターツアーやアンケート調査を行い幅広2 
い年代の来館促進に努めた。 3 

・引き続き、県内の関係団体等と意見交換や連携を図りながら、交流棟の運営力向上に4 
努める必要がある。 5 

・県内の震災関連施設と連携した企画展への参画、出前講座の実施を行い、環境創造セ6 
ンターの情報発信を行うことができた。 7 

 8 
 ◎ 主な評価と課題 ＜２次評価：田崎由子氏（福島県消費者団体連絡協議会 事務局長）＞  9 
  ・コロナ禍でオンライン研修が多くなり、これからはオンラインが当たり前になると思わ10 

れる。中学校では一人ひとりにタブレットが配布され授業がなされている。このことか11 
ら、オンラインによるセンター活用をＰＲしていくべきである。 12 

・ホームページのアイコンを工夫し、子どもや高齢者も使いやすくすることが大切である。 13 
・コミュタン福島では、企画されたイベント以外にも交流棟で体験できるメニューがある14 
ため、平日でも楽しく学べることやメニューを広報していくべき。 15 

・ポストコロナ禍は、体験コーナーの人気が出るのではないか。コロナ対策を継続しなが16 
ら、五感で経験できるツールを再度洗い出し、みんなが楽しめることをＰＲすることが17 
大切ではないか。 18 

・コロナ禍で学校からの来館が難しいという課題解決のため、ウェブサイトの活用や動画19 
配信など利用促進が図られた。オンラインで学校授業を担当する、見学の代わりに動画20 
を活用して頂くことを広報すべきである。 21 

・インターネットでの発信はますます重要である。地方紙や地元の広報誌などの掲載は評22 
価できる。多くの人に見てもらえるし、地域での理解促進にも繋がる。また、写真付き23 
で新聞掲載されると多くの人に訴求できるので、これからも積極的に情報発信していく24 
べきである。 25 

  ・多言語化はできるだけ範囲を増やし。PRすべきである。 26 
  ・コミュタン福島へのリピーターを確保するためには、リニューアルが検討されているが、27 

新規展示コンテンツの整備により、SDGsや地球温暖化の見える化になり、広い世代に興28 
味を持ってもらうことができる。 29 

・県内外の人に来ていただくため、他施設や観光スポットなどとコミュタン福島を周遊す30 
るモデルコースを提示すると良いのではないか。マイカーだけでなく、鉄道・路線バ31 
ス・宿泊施設・旅行会社と協力することもよい。 32 

  ・ウィズコロナの状況が長引くということも想定されるので、家庭のニーズを捉え、コミ33 
ュタン福島での学びが得られるような動画などを増やしていくとよい。 34 

  ・よくある質問については、Ｑ＆Ａ形式でホームページ上に掲載しておくとよいのではな35 
いか。 36 

・もっと広報したいイベント、好評だったイベントは、期間を空けて数回行ってもよいの37 
ではないか。 38 

・県民等との対話・交流を通じた調査研究成果の発信のため、本館・研究棟への施設受入39 
や成果報告会などのイベント・ミニ講座、出前講座の開催は大変評価したい。 40 

  ・このような出張出前講座方式で展示の紹介、ミニ体験イベントなどは環境創造センター41 
に行くきっかけになる。コロナ禍で来られない、遠くで行けないと思っている方、行っ42 
たことのない子どもや家庭に経験してもらえるので、広い県内にでかけることは有意義43 
である。 44 
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  ・展示については、「なぜこうなるの？」など初心者向けに小さな疑問に答えることも展1 
示や対面でできると理論や途中経過がわかる内容もよいのではないか。 2 

  ・自分でわかった、解決できた、ということで楽しく興味を持ってもらえる。特に、「お3 
うち de コミュタン」は良い取組なので、もっと周知すべき。 4 

  ・SDGs に関連していることが学べる場所であることをもっと PR すべきである。コミュタ5 
ン福島の展示物に 17 のどの項目に関連しているかわかる表示があるとよい。  6 

 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
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 16 
 17 
 18 
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 20 
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 29 
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 32 
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第４ 教育・研修・交流 1 
 2 

ウィズコロナに対応した教育・研修・交流手法を検討するとともに、感染症防止対策を3 
徹底し、以下の取組を行った。 4 
交流棟「コミュタン福島」において、展示や体験研修を通じて放射線に関する知識の普5 

及や原子力災害を経験した福島県の環境の今を発信した。 6 
人材育成講座については、小学校・中学校、高校といった各年齢層を対象とした人材育7 

成事業に加え、新たにSDGsに関する講座の実施や体験研修プログラムの運用を開始した。 8 
県民の環境に関する意識啓発のため、野生生物共生センターや猪苗代水環境センターに9 

おける学習会を開催した。 10 
交流棟展示について、展示更新検討会を開催し、開館以降の状況変化等に対応した展示11 

更新内容を取りまとめた。（予定） 12 
 13 

１ 放射線等に関する教育 14 
 15 
① 放射線等に関する学習活動への支援【福島県】 16 
・県内小学校における放射線教育の一環としての交流棟を活用した学習を支援するため、17 

ウィズコロナに対応したバス代補助の拡充を行うとともに、SDGs 等に関する学習プロ18 
グラムの提供を行い、県内小学校の約 26%にあたる 109 校（令和３年 12 月末時点）の19 
小学校が交流棟を活用した。 20 

・県内中学校の交流棟来館促進に向けたバス代補助制度を新設した。 21 
・県内の中学校（２校）からの要望を受け、コミュタン福島スタッフが放射線に関する出22 

張授業を行った。 23 
・県内の高校（２校）を交流棟に招致し、交流棟活用促進に向けたモニターツアーを実施24 

した。 25 
・県教育委員会と連携し、教育事務所主催の校長会議等において、学校団体による交流棟26 

活用促進に向けたＰＲ活動を行った。 27 
・コロナ禍においても県外の学校等がコミュタン福島での学びが得られるよう、県空港交28 

流課と連携し、ロボットを活用したオンライン見学を実施した。 29 
・環境回復に関する取組の進展や環境問題に関する世界的な潮流の変化を踏まえたを展示30 

内容の更新について検討を行った。 31 
② 各種来館者層に合わせた運営体制の構築【福島県】 32 
・来館者の知識習熟度や来館状況に合わせた学習プログラムを開発・提供した。 33 
・新中学校学習指導要領に基づき、中学生における放射線教育支援のため、クルックス管34 

で電子の流れを見る体験研修メニューを開発した。 35 
・新規体験研修プログラムとしてSDGsを学ぶプログラムの運用を開始した。 36 

③ 「放射線に関するご質問に答える会」の継続【JAEA】 37 
・磐城森林管理署からの要請により４月12日に「放射線に関するご質問に答える会」を実38 

施した。またまた、二本松第三中学校９月14日、郡山第六中学校11月24日に「放射線39 
に関するご質問に答える会」として出張講座を実施した。 40 

 41 
 42 
 43 
 44 
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２ 環境の回復・創造に関する研修 1 
 2 
① 環境の回復・創造に関する研修等の開催【福島県】 3 
・各年齢層を対象とした人材育成講座（コミュタンサイエンスアカデミア、コミュタン福4 

島で学ぶ“福島と SDGs”講座等）を開設し、放射線や原子力災害を経験した福島に関5 
する知識や情報を習得し、それらについて効果的に伝えることができる人材を育成し6 
た。 7 

   また、過去の受講生がアドバイザーとして参加するなど、育成した人材が活動する場8 
を新たに設けた。 9 

・コミュタン福島において「夏休み小学生理科自由研究サポート 2021」を実施するとと10 
もに、科学への興味喚起及びプレゼンテーション能力の向上を目的とした小学生の理11 
科自由研究発表会を開催した。 12 

・本県の環境回復・地域再生・環境創造等について、県内高校生のメッセージにより県内13 
外へ広く発信するため、県内の高校生が参加する人材育成講座「ふくしまナラティ14 
ブ・スコラ」を開設し、講座の集大成としてプレゼンテーション大会を開催した。15 
（予定）。 16 

・水環境保全への意識醸成を目的としたせせらぎスクールの指導者を養成する講座を実施17 
するとともに、せせらぎスクールを実施する団体へ必要な資材の提供を行った。 18 

② 附属施設を活用した教育・研修【福島県】 19 
・猪苗代・裏磐梯湖沼群の水環境保全や野生生物との関わりについての意識醸成を図るた20 

め、環境学習会を猪苗代水環境センター及び野生生物共生センターにおいて実施し21 
た。 22 

・コミュタン福島、猪苗代水環境センター、野生生物共生センターの３施設を周遊する23 
クイズラリーを実施し、環境保全意識の醸成を図った。 24 

③ 大学生、高専生への放射線教育を通した環境回復分野の人材育成事業の推進 【JAEA】 25 
・令和３年７－８月にかけて、JAEAの人材育成制度による夏期休暇実習生として、筑波26 
大学や明治大学等５大学から９名の実習生を受け入れた。 27 

・夏期休暇実習では、山地森林および河川等で採取した土壌・水試料について、元素組28 
成や放射性核種濃度の分析に係る試料処理や機器分析等の実習を行った。 29 

・１dayインターシップとして、12月９日に福井大学から１名の実習生を受け入れて、施30 
設見学及び各種分析装置での分析体験を行った。 31 

 32 
３ 県民・NPO・関係機関との交流 33 

 34 
① 交流の場及び機会の創出【福島県】 35 
・環境創造センター周遊イベントにおいて、研究員等と県民との交流を通じて、環境創造36 

センター取組内容等についての情報発信を行った。 37 
・福島県環境創造シンポジウムにおいてブース出展者間の交流の場を提供した。 38 
・東日本大震災・原子力災害伝承館やリプルンふくしまの運営スタッフと運営状況等につ39 

いての情報共有を行った。 40 
・東日本大震災・原子力災害伝承館との連携による出張コミュタンを実施した。 41 
・いわき震災伝承みらい館の企画展へ講話や出張コミュタンを実施した。 42 
・県内の多様な団体が連携・協力して県民に科学や技術を伝える組織「spff」の構成団体43 

としてオンラインによる情報交換を行った。 44 
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・ふくしま環境活動支援ネットワークの構成団体などへメールマガジンを配信し、各構成1 
団体の取組について情報共有するとともに、構成団体間の交流を促した。 2 

② 市民との交流イベント、ワークショップ等の開催【NIES】 3 
須賀川高校１年生の探究の時間の授業で、「SDGs（持続可能な開発目標）を活かした地4 
域づくり」と題し、五味馨室長による講義を行った。 5 

③ 次世代層との連携強化【NIES】 6 
安積黎明高校化学部の任意生徒を対象に、環境課題について研究者と対話を通して考え7 
る「環境カフェふくしま」プログラムを実施中。年度末に発表の場を設ける（予定）。 8 

④ 動画コンテンツの作成【NIES】 9 
・NIES 本部イベント夏の大公開に合わせて、福島の自然の中で行う水生昆虫採集につい10 
ての紹介動画を作成した。https://youtu.be/96Vq9V9MUjg 11 

・東日本大震災、東京電力福島第一原子力発電所事故後の災害環境研究について、大学生12 
の教養講座向けに動画を制作した。適宜公開していく。 13 

 14 
◎ 主な評価と課題 ＜１次評価：福島県環境創造センター＞ 15 
 16 
・十分な感染防止対策をとりながら、各事業を実施することができた。 17 
・SDGs に関する体験研修プログラムの開発や人材育成講座の実施など、世界的潮流を踏18 
まえて見直しを図った。 19 

・小学校団体の来館割合については、全体の51%（令和３年12月末時点）であった。（令20 
和２年度 45.4%） 21 

［県内小学校来館実績］かっこ内は県内小学校数、令和３年度は 12月末時点 22 
  平成 31 年度 258 校（458 校）、令和２年度 196 校（448 校）、令和３年度 212 校23 
（413校） 24 

・中学校へのバス代補助の新設や高校を対象としたモニターツアーを実施するなど、小25 
学校以外の来館促進も図った。 26 

・交流棟来館者の知識習熟度や来館状況に合わせた学習プログラムに加え、新中学学習27 
指導要領や社会情勢を踏まえた体験研修メニューを提供した。 28 

・各年齢層を対象とした講座において福島に関する情報等を効果的に発信できる人材等 29 
を育成するとともに、その受講生による情報発信を行った。 30 

 また、新たに育成した人材の活躍の場を提供することができた。 31 
・附属施設を活用した環境学習会を開催し、県民の環境保全への意識醸成を図った。 32 
[附属施設による環境学習会等実績]  33 
・猪苗代水環境センター環境学習会 ５回実施参加者数 90名 34 
・野生生物共生センター環境学習会 ４回実施参加者数 99名 35 
・３館周遊クイズラリー 参加者 4,350名 36 
・十分な感染対策等を実施の上、イベント・シンポジウムを実施することができた。 37 
・新たに県内の震災関連施設と連携した企画展への参画、出前講座の実施を行い、県民38 
等との交流の機会を創出与した。 39 

・オンライン等を活用し、関係機関等の情報共有を行った。 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
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 ◎ 主な評価と課題 ＜２次評価：飯村新市氏（田村市教育委員会 教育長）＞  1 
  2 

・中学校にバス代補助を出すことや高等学校の招致により、数校の来館が実現できたこ3 
とは、今後中高校生の来館が期待できる表れだと思う。さらに宣伝活動により来館者4 
を増やしていただきたい。 5 

・ギガスクール構想により、小中学生一人に一台のタブレットが与えられていることを6 
チャンスととらえ、検索の上位に「コミュタン福島」が出てくるとか、個別にオンラ7 
インで疑問質問に対応できる等のコーナーができれば、子どもたちの興味・関心を高8 
めることができ、来館者やリピーター増加に繋がるものと考える。 9 

・学校や子どもたちに放射線や環境への関心を呼び戻すためにも、ＳＤＧｓとの関連を10 
図りながら、これからの世代に対応した展示や研修プログラムの工夫・改善は必要と11 
なろう。 12 

・人材育成講座事業の上位に「エキスパート養成講座（仮称）」なるものを設け、13 
「中・高校生環境アドバイザー（仮称）」を養成し、長期休業中等の講座のサポート14 
や地域や自校における推進役を担わせることで、盛り上がりを期待できないか。 15 

 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
 46 
 47 
 48 
 49 
 50 

 51 
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第５ 総合的な事業評価 1 
 2 

 環境創造センターでは、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3 
り安心して暮らせる環境の創造のため、中長期取組方針の基本的考え方を踏まえ、三機関4 
連携の下、「モニタリング」、「調査研究」、「情報収集・発信」、「教育・研修・交5 
流」の４つの事業を推進した。 6 
 モニタリング事業における有害物質等モニタリングでは、新型コロナウィルスの影響に7 
より、事業の実施が予定に対してやや遅れ気味となったが、計画どおり実施することがで8 
きた。また、従来受講していた対面での分析研修を受講できないなどの課題もあった。放9 
射能モニタリングでは、概ね滞りなく、事業を実施することができた。 10 
調査研究事業では、環境回復・環境創造に関する課題解決に向けて、４部門において調11 

査研究に取り組んだ。今年度はフェーズ２の最終年度であるため、フェーズ３における調12 
査研究の方針について検討を進め、各部門で研究テーマについて協議を行うとともに、部13 
門間における連携の具体の内容についても調整を行った。また、合同の部門会議により部14 
門間連携のテーマに関する意見交換を行った。（予定） 15 
 情報収集・発信事業では、ウェブサイトでの発信を充実させるとともにオンラインによ16 
り研究成果発表会を実施するとともに、感染防止対策を徹底した上で、三機関の研究員等17 
と県民等の対話・交流による情報発信を行うなど、ウィズコロナに対応した取組を行うこ18 
とができた。 19 
 教育・研修・交流事業では、「コミュタン福島」までの交通費補助を中学校まで拡大す20 
るなど小中学校の来館促進に努めた。また、各年齢層の人材育成講座を実施し、福島に関21 
する情報等を強い説得力を持って発信できる人材等を育成するとともに、その取組をメデ22 
ィアで発信することにより、環境創造センターの認知度を高めることができた。 23 
 新型コロナウィルスの影響により、各事業計画の変更等を余儀なくされたが、感染防止24 
対策を徹底しながら取組を進めるとともに、SDGｓや地球温暖化など世界的な潮流にも適切25 
に対応していくことができた。 26 
また、次年度は中長期取組方針（10 年間）の最終となるフェーズ３となることから、1027 

年間の総まとめとして成果を上げながら、その後に繋げられるよう取組を進めていくとと28 
もに、その成果を広く県民等へ還元していく必要がある。 29 
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令和３年12月末現在

1
R3.4.7(木)
～4.30(金)

コミュタン福島 福島県
子どもたちの思いを大切に
するコミュタン展

「モザイクアート」「折鶴アート（ガールスカウ
ト福島県連盟製作）」の展示

2 R3.4.14(水)
環境創造セン
ター

三機関
第１回放射線計測部門会
議

令和３年度の調査研究課題について、ほか

3 R3.4.19(月) web ○ 三機関 第１回環境創造部門会議 令和３年度の調査研究課題について、ほか

4 R3.4.23(金)
環境創造セン
ター

○ 三機関
第１回除染・廃棄物部門会
議

令和３年度の調査研究課題について、ほか

5 R3.4.26(月)
環境創造セン
ター

○ 三機関 第１回環境動態部門会議 令和３年度の調査研究課題について、ほか

6 コミュタン福島 福島県 コミュタンpapamamaサロン
震災後の福島での子育てや生活等におけ
る参加者間での経験の共有及び専門家を
交えたリスクコミュニケーションを実施。

7
郡山市ふれあ
い科学館（郡山
市）

福島県
郡山市ふれあい科学館
GWのサイエンスフェスティ
バル出展

「紫外線で色が変わるアクセサリー（ブレス
レット、ストラップ）づくり」「放射線探索ゲー
ム」

8 R3.5.14(金) コミュタン福島 福島県 高校生モニター招致事業 実施校：県立本宮高等学校

9 R3.5.15(土) ○ 福島県
福島中央テレビ
（ふくしまチャレンジ情報
館）

野生生物共生センターについて（動物救護
メイン）

10 福島県
福島中央テレビ
（ゴジてれChu!）

野生生物共生センターについて（動物救
護）

11 web 〇 NIES
環境カフェふくしま
顔合わせ会

環境カフェふくしま実施のための顔合わ
せ。オンラインでのWS。

12 R3.6.6(日) コミュタン福島 ○ 福島県
コミュタンサイエンスアカデ
ミア第1回

小中学生向け通年科学講座

13 R3.6.13(日) コミュタン福島 〇 福島県
ふくしまナラティブ・スコラ
2021（第１回）

高校生向けプレゼンテーション講座

14 R3.6.14(月) コミュタン福島 ○ 福島県
交流棟展示更新検討会
（第１回）

原稿展示の課題及び更新の考え方等

15 R3.6.15(火)
環境創造セン
ター

○ 三機関
第２回除染・廃棄物部門会
議

環境創造センターフェーズ１～２事業報告
（中間整理）、フェーズ３の事業方針

16 R3.6.16(水)
環境創造セン
ター研究棟

NIES インターンシップ生受入
改質土壌等の性能評価や吸着特性に関す
る実験的研究業務　京都大学（1名）

17 R3.6.20(日) コミュタン福島 ○ 福島県
コミュタンサイエンスアカデ
ミア第2回

小中学生向け通年科学講座

18 R3.6.23(水) Web ○ NIES

環境カフェふくしま～対面
での顔合わせ・意見交換
会

科学技術リテラシーを身につけることを目
的とし、環境課題について高校生と考える
ためのプログラム。対面にて今後のプログラ
ムについて意見交換を行った。

19 R3.6.24(木)
須賀川高校
（須賀川市）

NIES
課題探求授業での特別講
義

講義名『SDGs(持続可能な開発目標)を活
かした地域づくり』として1学年の生徒に授
業を行った。

20 R3.6.29(火) web ○ 三機関 第２回環境創造部門会議
フェーズ３における調査研究計画の環境創
造部門の記載について、ほか

21
環境創造セン
ター

三機関
第２回放射線計測部門会
議

環境創造センター調査研究計画(フェーズ
３)について、ほか

22 ○ 福島県 ニュースレター1５号発行

開所５周年記念イベント、野生生物共生セ
ンター、コミュタンサイエンスアカデミア、ふ
くしまサイエンスコミュニケーター養成講座
及び研究紹介

№

R3.5.2(日)

R3.5.28(金)

R3.6.30(水)

令和3年度における環境創造センターの取組

年月日 開 催 場 所 等
Web
活用

実施機関 行 事 ・ イ ベ ン ト 名 等 内 容 を 詳 し く 記 載

別紙

※ Web活用：新型コロナウィルス感染症防止対策等のため、ウェブ会議システムやウェブサイトを活用し実施した取組（参加
者、出演者等の一部または全部）

※ 三機関とは、日本原子力研究開発機構(JAEA)、国立環境研究所(NIES)、福島県
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№ 年月日 開 催 場 所 等
Web
活用

実施機関 行 事 ・ イ ベ ン ト 名 等 内 容 を 詳 し く 記 載

23
Ｒ3.7.1（木）
～
Ｒ3.7.30（金）

福島県庁
（福島市）

福島県
環境創造センター開所５周
年記念パネル展

環境創造センターの取組に関するポス
ター、コミュタン福島来館児童からのはがき
によるモザイクアートの展示

24 R3.7.3(土)
いわき市好間公
民館（いわき
市）

福島県
せせらぎスクール指導者養
成講座初級編２コース

「せせらぎスクール」の指導者養成講座

25 R3.7.3(土) コミュタン福島 福島県
ふくしまナラティブ・スコラ
2021（第２回）

高校生向けプレゼンテーション講座

26 R3.7.6(火) コミュタン福島 三機関
令和３年度第１回環境創
造センター連絡調整会議

環境創造センターフェーズ１～２事業報告
（中間整理）、フェーズ３の事業方針

27
Ｒ3.7.7（水）
～
Ｒ3.7.9（金）

環境創造セン
ター

福島県 IAEA協力プロジェクト会合 IAEA協力プロジェクト会合

28 コミュタン福島 福島県 40万人記念セレモニー
コミュタン福島40万人の来館記念セレモ
ニー

29 福島県 福島民報／福島民友 県政特集　環境創造センター開所５周年

30 コミュタン福島 ○ 福島県
コミュタンサイエンスアカデ
ミア第3回

小中学生向け通年科学講座。

31 R3.7.12(月) 〇 福島県
東京都ポータルサイト「東
京と全国各地との共存共
栄」

コミュタン福島の紹介

32 R3.7.13(火) コミュタン福島 福島県
コミュタン福島お花でお出
迎えプロジェクト

園児たちによるコミュタン福島への植栽活
動

33 R3.7.15(木)
環境創造セン
ター研究棟

JAEA
富岡中学校理科教室

科学に対する興味や関心を高めるために、
JAEAの最先端装置で身の回りの土や植物
の観察実験を実施

34 ○ NIES
動画「やってみよう！渓流
の生きもの大調査inふくし
ま」

福島県の渓流から、川の生きものとその調
査方法について、一般の方へ紹介する動
画をYouTubeNIES公式チャンネルにて配
信

35
郡山市ふれあ
い科学館（郡山
市）

福島県
郡山市ふれあい科学館 夏
のサイエンスフェスティバ
ル出展

「紫外線で色が変わるアクセサリー（ブレス
レット、ストラップ）づくり」「放射線探索ゲー
ム」

36
Ｒ3.7.22（木）
～10.31（日）

コミュタン福島
野生生物共生
センター（大玉
村）
猪苗代水環境
センター（猪苗
代町）

福島県
謎解きトライアングルクイズ
ラリー

３施設周遊のクイズラリー

37
郡山市河内ふ
れあいセンター
（郡山市）

福島県
せせらぎスクール指導者養
成講座実践編

「せせらぎスクール」指導者の実践的な養
成講座

38
土田堰流域（猪
苗代町）

福島県
猪苗代水環境センター環
境学習会

土田堰の歴史と役割を学んで、ライフジャ
ケットを着用して下ろう！

39
R3.7.26（月）
～8.6（金）

環境創造セン
ター研究棟

JAEA
機構

夏期休暇実習生受入れ
河川水系での放射性物質の環境動態に関
する研究　大阪大学（1名）

40 コミュタン福島 〇 福島県
首都圏等消費者交流事業
オンラインツアー(1回目)

コミュタン福島のオンライン見学

41 web ○ 福島県
科学教育研究協議会第67
回全国研究大会　福島
(web)大会

講座においてコミュタン福島のPRを行う。

42
Ｒ3.7.31（土）
～
Ｒ3.8.25（水）

コミュタン福島 福島県

環境創造センター５周年記
念特別展　国立科学博物
館巡回展『ノーベル賞を受
賞した科学者』

国立科学博物館巡回展「ノーベル賞を受
賞した日本の科学者」

43 R3.8.2(月)
環境創造セン
ター研究棟

NIES インターンシップ生受入
営農再開と復興の傾向把握を目的とした震
災後の農業状況データの分析　福島大学
（1名）

44
R3.8.2（月）
～8.6（金）

環境創造セン
ター研究棟

JAEA
夏期休暇実習生受入れ

河川水系での放射性物質の環境動態に関
する研究　筑波大学（3名）、明治大学（1
名）、東京都市大学（1名）、埼玉大学（1名）

45 R3.8.3(火)
環境創造セン
ター

○ 三機関 第２回環境動態部門会議
成果報告会への対応、フェーズ３環境動態
部門計画について　ほか

R3.7.31(土)

R3.7.25(日)

R3.7.11(日)

R3.7.17(土)
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№ 年月日 開 催 場 所 等
Web
活用

実施機関 行 事 ・ イ ベ ン ト 名 等 内 容 を 詳 し く 記 載

46 R3.8.4(水) コミュタン福島 ○ 福島県
環境創造センター交流棟
展示室更新検討会（第２
回）

概要設計について等

47 web 〇 NIES
環境カフェふくしま
オリエンテーション

科学技術リテラシーを身につけることを目
的とし、環境課題について高校生と考える
ためのプログラム。プログラム予定の報告と
オリエンテーションを行った。

48 コミュタン福島 ○ 三機関
環境創造センター県民委
員会

環境創造センターフェーズ１～２事業報告
（中間整理）、フェーズ３の事業方針

49
大滝根川（田村
市）

福島県 コミュタンせせらぎスクール 水生生物による水質調査

50 コミュタン福島 〇 福島県
首都圏等消費者交流事業
オンラインツアー(2回目)

コミュタン福島のオンライン見学

51 R3.8.8(日) web 〇 福島県
ふくしまナラティブ・スコラ
2021（第３回）

高校生向けプレゼンテーション講座

52 R3.8.14(土) web 〇 福島県
ふくしまナラティブ・スコラ
2021（第４回）

高校生向けプレゼンテーション講座

53 R3.8.21(土) コミュタン福島 〇 福島県
首都圏等消費者交流事業
オンラインツアー(3回目)

コミュタン福島のオンライン見学

54 R3.8.22(日) web ○ 福島県
コミュタンサイエンスアカデ
ミア第４回

小中学生向け通年科学講座。

55 R3.8.23(月) コミュタン福島 ○ 三機関 運営戦略会議幹事会
環境創造センターフェーズ１～２事業報告
（中間整理）、フェーズ３の事業方針

56
R3.8.25(水)
～8.26(木)

web ○ 福島県
第１０回環境放射能除染
研究発表会

コミュタン福島の紹介
研究発表（除染廃棄物部門）

57 R3.8.26(木) Web ○ NIES
環境カフェふくしま放課後
雑談室#1

科学技術リテラシーを身につけることを目
的とし、環境課題について高校生と考える
ためのプログラムの中のアイスブレイクの時
間。

58 R3.9.2(木) web ○ 三機関 第３回環境創造部門会議
フェーズ３の調査研究計画の検討につい
て、ほか

59 R3.9.4(土) web ○ 福島県
ふくしまナラティブ・スコラ
2021（第５回）

高校生向けプレゼンテーション講座

60 R3.9.13(月) web ○ 三機関
第３回除染・廃棄物部門会
議

環境創造センター成果報告会についてほ
か

61 R3.9.14(火)
二本松第三中
学校（二本松
市）

福島県
JAEA

二本松三中出前講座 コミュタン及び放射線に関する出張講座。

62 R3.9.16(木) 〇 福島県 ニュースレター16号発行
開所５周年記念事業、せせらぎスクール、コ
ミュタンサイエンスアカデミア、モニタリング
（ダイオキシン）の紹介

63 R3.9.19(日) 福島県
コミュタンフェスティバルin
Autumn

コミュタン福島を活用し、放射線に関する正
確な理解の促進や福島県の現状、環境問
題について学ぶ機会を創出するイベント

64 R3.9.25(土) web 〇 福島県
ふくしまナラティブ・スコラ
2021（第６回）

高校生向けプレゼンテーション講座

65 R3.9.29(水) web ○ 三機関 成果報告会 三機関の研究成果報告

66 R3.10.3(日) コミュタン福島 ○ 福島県
コミュタンサイエンスアカデ
ミア第5回

小中学生向け通年科学講座。

67 R3.10.4(月)
環境創造セン
ター研究棟

NIES 研究生受入
ダム湖から流出する放射性セシウムの河川
生態系食物網への移行評価　早稲田大学
（1名）

68 R3.10.5(火) Web ○ NIES 環境カフェふくしま＃1

科学技術リテラシーを身につけることを目
的とし、環境課題について高校生と考える
ためのプログラム。テーマ「脱炭素社会とは
どんな世界？」（講義・対話）

R3.8.5(木)

R3.8.7(土)
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69 R3.10.9(土)
道の駅なみえ
（浪江町）

福島県
ふくしまフェスタin道の駅な
みえ

広報課主催イベント　「UVビーズでアクセ
サリーをつくろう！」

70
R3.10.11(月)
,15(金),18
(月)～22(金)

福島市 ○ 福島県 IAEA協力プロジェクト会合 IAEA協力プロジェクト会合

71
R3.10.14(木)
,21(木)

コミュタン福島 福島県 高校生モニター招致事業 実施校：県立田村高等学校

72 R3.10.15(金) ○ NIES

ふくしまから地域と環境の
未来を考えるWEBマガジ
ンFRECC+（フレックプラ
ス）サイト開設

災害環境研究の最前線の取組を広く一般
の方に伝えるため、開設

73 R3.10.16(土)
環境創造セン
ター

福島県
FUKUSHIMA ５VISIONS
「環境創造センター開所５
周年記念イベント」

環境創造センター本館・研究棟の施設見
学ツアーや交流棟クイズラリー体験を通し
てセンターの取組を広く知っていただくも
の。
イベント参加者には、開所５周年を記念し
たモニュメント製作をイベント参加者にご協
力いただいた。

74 R3.10.18(月) web 〇 三機関
第４回除染・廃棄物部門会
議

フェーズ1～２レビューについて　ほか

75 R3.10.21(木) web 〇 三機関 第４回環境創造部門会議 令和３年度研究実績について、ほか

76 R3.10.23(土) コミュタン福島 〇 福島県
首都圏等消費者交流事業
オンラインツアー(4回目)

県消費政策課主催のツアー。首都圏の消
費者に食と放射能に関する正確な知識を
身に着けていただくもの。コミュタンでは展
示室のオンライン見学を行う。

77 R3.10.24(日) コミュタン福島 福島県
コミュタンサイエンスアカデ
ミア第６回

小中学生向け通年科学講座。
FTV「キビタンGO」（県政広報TV）の現地
収録
放送日：11/10（水）

78 R3.10.26(火)
安積黎明高校
（郡山市）

NIES 環境カフェふくしま＃2

科学技術リテラシーを身につけることを目
的とし、環境課題について高校生と考える
ためのプログラム。テーマ「脱炭素社会とは
どんな世界？」（グループワーク・対話）

79 R3.10.27(水) web 〇 福島県
福島県教育旅行オンライン
モニターツアー

（公財）福島県観光物産交流協会が実施
する県外学校等の教育旅行誘致に向けた
オンラインモニターツアーに参加し、コミュタ
ン福島を紹介。

80 コミュタン福島 〇 福島県
首都圏等消費者交流事業
オンラインツアー(5回目)

県消費政策課主催のツアー。首都圏の消
費者に食と放射能に関する正確な知識を
身に着けていただくもの。コミュタンでは展
示室のオンライン見学を行う。

81
郡山商工会議
所（郡山市）

福島県
ふくしまナラティブ・スコラ
2021（第７回）

高校生向けプレゼンテーション講座

82
猪苗代湖北岸
（猪苗代町）

福島県
猪苗代水環境センター環
境学習会

猪苗代湖のヨシ刈り体験を通じて、水深改
善の効果について学ぼう！

83

相馬市中央公
民千客万来館,
相馬市役所（相
馬市）

福島県 子ども科学フェスティバル 「やじろべえをつくろう！」

84
グランフロント
大阪

福島県
ふくしまフェスタinグランフ
ロント大阪

広報チラシ等配布,霧箱展示

85 R3.11.1(月) 〇 NIES

ふくしまから地域と環境の
未来を考えるWEBマガジ
ンFRECC+（フレックプラ
ス）サイト開設

「まちづくりを研究でサポート、福島をモデ
ルに」等、6記事を公開

86 R3.11.3(水)
小野川不動滝
探勝路（猪苗代
町）

福島県
猪苗代水環境センター環
境学習会

小野川不動滝とブナの森の秘密を解いて、
裏磐梯の水環境について学ぼう！

87 R3.11.4(木) Web NIES 環境カフェふくしま＃3
科学技術リテラシーを身につけることを目
的とし、環境課題について高校生と考える
ためのプログラム。

88
郡山市民交流
プラザ（郡山市）

福島県
ふくしまナラティブ・スコラ
2021（第８回）

高校生向けプレゼンテーション講座

89
天鏡閣ほか（猪
苗代町）

福島県
猪苗代水環境センター環
境学習会

天鏡閣と猪苗代湖畔の森で、森や田んぼと
猪苗代の水環境の関わりについて学ぼう！

R3.10.31(日)

R3.10.30(土)

R3.11.6(土)
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90 R3.11.7(日) コミュタン福島 〇 福島県
コミュタンサイエンスアカデ
ミア（Basicコース第７回）

小学生向け通年科学講座。
親子ワークショップ「霧箱作成」

91 R3.11.12(金) web 〇 三機関
第４回除染・廃棄物部門会
議

再生利用実証事業等の現地視察

92
ロボットテスト
フィールド
（南相馬市）

福島県 イノベこども科学祭2021 「CDホバークラフトをつくろう！」

93
郡山市高篠山
森林公園（郡山
市）

福島県
野生生物共生センター環
境学習会

探鳥会や森の自然観察を通じて、命のつ
ながりや自然のしくみについて学ぼう！

94 コミュタン福島 福島県
コミュタンサイエンスアカデ
ミア（Basicコース第８回、
Advancedコース第７回）

小中学生向け通年科学講座。

95 コミュタン福島 福島県 コミュタンサロン
子育てや震災後の放射線や健康などに関
する不安についてワークショップも交えなが
ら、一人一人の不安や疑問にお答えする

96
いわき震災伝承
みらい館（いわ
き市）

三機関
原発事故からの復興を学
ぶ企画展

企画展示（３ＤふくしまLite、霧箱）
特別講話（県(11/14)、ＪＡＥＡ(11/28)）
出張コミュタンラボ（11/14,12/12）

97 R3.11.15(月) web 〇 三機関 第５回環境創造部門会議
脱炭素に関する取組等についての意見交
換

98 R3.11.17(水)
郡山第六中学
校
（郡山市）

三機関 放射線教育講座
郡山第六中学校における放射線教育の一
環として、センター職員による座学及び放
射線計測体験等を実施

99 R3.11.18(木) web ○ 福島県
福島県教育旅行オンライン
モニターツアー

（公財）福島県観光物産交流協会が実施
する県外学校等の教育旅行誘致に向けた
オンラインモニターツアーに参加し、コミュタ
ン福島を紹介。

100 R3.11.20(土) コミュタン福島 ○ 三機関
第５回福島県環境創造シ
ンポジウム

「世代をつなぐ、未来を創る～ひとりひとり
から始める、ふくしまの環境づくり～」をテー
マとし、ディスカッション等を行うほか、関連
団体の出展により交流を図る。

101 R3.11.19(金) 〇 NIES
広報誌「FRECC+エッセン
ス vol.1」発行

災害環境研究の取り組みを福島県民に伝
えるための冊子を発行

102 コミュタン福島
福島県
ＮＩＥＳ

野生生物共生センター環
境学習会

自分だけの昆虫標本を作って、昆虫のから
だのしくみを学ぼう！

103
鶴沢公民館（川
俣町）

福島県
科学の祭典『サイエンス
ショーフェスティバルin
かわまた』

ドライアイスを使用したサイエンスショー

104 R3.11.24(水)
郡山第六中学
校（郡山市）

JAEA 放射線教育講座
郡山第六中学校における放射線教育の一
環として、センター職員による座学及び放
射線計測体験等を実施

105 福島県
「風力発電体験」「ゴミ分別ゲーム」
センターの再生可能エネルギープレゼ
ン

106 NIES
「3Dふくしま」「3Ⅾにっぽん」の展
示。温暖化対策研究等の紹介。

107
郡山商工会議
所（郡山市）

福島県
ふくしまナラティブ・スコラ
2021（第９回）

高校生向けプレゼンテーション講座

108 つくば市 福島県
コミュタンサイエンスアカデ
ミア（Advancedコース第８
回）

中学生向け通年科学講座。
つくばサイエンスツアー

109
大玉村農村環
境改善センター
（大玉村）

福島県
野生生物共生センター環
境学習会

野生生物をセンサーカメラで撮影して、ふく
しまの野生生物の生態を学ぼう！

110 コミュタン福島 福島県
コミュタン福島で学ぶ“福
島とSDGs”（第１回）

高校生以上向けSDGs講座

ふくしまゼロカーボン
DAY！

ビックパレット
ふくしま

（郡山市）

R3.11.21(日)

R3.11.27(土)

R3.11.13(土)

R3.11.28(日)

R3.11.14(日)
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111
Ｒ3.12.3(金)
～
Ｒ3.12.5（日）

web 福島県
ＥCC国際外語専門学校カ
フェ　オンラインツアー

ＥCC国際外語専門学校のイベント「カフェ・
ラポール」の待合室でＺＯＯＭを通してコ
ミュタン福島オンラインツアーを実施。

112 R3.12.3(金) コミュタン福島 三機関
令和３年度第２回環境創
造センター連絡調整会議

環境創造センターフェーズ１～２事業報
告、フェーズ３の事業方針ほか

113
郡山商工会議
所
（郡山市）

福島県
ふくしまナラティブ・スコラ
2021（第10回）

高校生向けプレゼンテーション講座
FTV「ふくしま調査隊」（県政広報TV）の現
地収録
放送日：12/18（土）

114
ショッピング
モールフェスタ
（郡山市）

福島県
ふくしまフェスタinショッピン
グモールフェスタ

「放射線探索ゲーム」、霧箱展示

115
Ｒ3.12.4(土)
～
Ｒ3.12.5（日）

コミュタン福島 福島県 理科自由研究発表会
福島県小学校理科作品展に出品した90名
のうち参加希望があった53名の研究成果
の口頭発表及びポスターセッション

116 R3.12.8(水)
郡山北工業高
校
（郡山市）

福島県
高校生のための化学物質
リスクコミュニケーション講
演会・交流会

化学物質のリスク管理を推進していく『リス
コミ』の普及・推進を図るため、社会に出る
前の高校生に『リスコミ』とは何かを学んで
いただくことを目的に、高校生のレベルに
合わせた講演・交流会を開催

117 R3.12.9(木)
環境創造セン
ター研究棟

JAEA 1dayインターシップ
施設見学及び各種分析装置での分析体験
福井大学（1名）

118 R3.12.11(土) コミュタン福島 福島県
コミュタン福島で学ぶ“福
島とSDGs”（第２回）

高校生以上向け「福島とSDGs」講座

119 R3.12.12(日) コミュタン福島 福島県
コミュタンサイエンスアカデ
ミア第9回

小中学生向け通年科学講座。

120 R3.12.14(火) Web ○ NIES
環境カフェふくしま放課後
雑談室#3

科学技術リテラシーを身につけることを目
的とし、環境課題について高校生と考える
ためのプログラムの中のアイスブレイクの時
間。

121
Ｒ3.12.14(火)
～
Ｒ4.1.16（日）

コミュタン福島 福島県
日本列島大分析　元素で
見る「地球化学図」in コミュ
タン福島

産業技術総合研究所地質調査総合セン
ター地質標本館の所有するパネル等を活
用した企画展を開催

122
Ｒ3.12.17(金)
～
Ｒ4.1.21（金）

福島県庁
（福島市）

福島県
環境創造センター冬の県
庁パネル展

若い世代がまとめた“環境創造宣言”や環
境創造センターの冬のイベント情報などの
展示

123 R3.12.19(日) コミュタン福島 福島県
コミュタン福島で学ぶ“福
島とSDGs”（第３回）

高校生以上向けSDGs講座

124 R3.12.25(土) コミュタン福島 福島県
ふくしまナラティブ・スコラ
2021（第11回）

高校生向けプレゼンテーション講座

125 R3.12.27(月) 〇 福島県 ニュースレター17号発行
5周年記念特別号、各種イベント・研究を紹
介。各部のあゆみを紹介。

126
いわきアリオス
（いわき市）

福島県

ふくしまナラティブ・スコラ
2021（ふくしまの高校生が
伝えるナラティブ・プレゼン
テーション）

第１回～第11回まで学んだことを踏まえ、
自分の物語をプレゼンテーションする

127 コミュタン福島 福島県
コミュタン福島で学ぶ“福
島とSDGs”（第４回）

高校生以上向けSDGs講座

128 R4.1.16(日) コミュタン福島 福島県
コミュタンサイエンスアカデ
ミア第10回

小中学生向け通年科学講座。

129 R4.1.17(月) コミュタン福島 ○ 三機関
令和３年度第２回環境創
造センター県民委員会

環境創造センターフェーズ１～２事業報
告、フェーズ３の事業方針ほか

130 R4.1.23(日) コミュタン福島 福島県
コミュタン福島で学ぶ“福
島とSDGs”（第５回）

高校生以上向けSDGs講座

131 コミュタン福島 福島県
コミュタンサイエンスアカデ
ミア第11回

小中学生向け通年科学講座。

132 コミュタン福島 福島県
コミュタン福島で学ぶ“福
島とSDGs”（第６回）

高校生以上向けSDGs講座

133 R4.2.8(火) web ○ 福島県
化学物質リスクコミュニケー
ション推進セミナー

県内事業者、自治体職員等、県関係機関
職員対象

134 R4.2.19(土)
東日本大震災・
原子力災害伝
承館（双葉町）

福島県
コミュタンサイエンスアカデ
ミア（Advancedコース第１２
回）

一般向けポスターセッションほか

R4.2.6(日)

R4.1.9(日)

R3.12.4(土)
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№ 年月日 開 催 場 所 等
Web
活用

実施機関 行 事 ・ イ ベ ン ト 名 等 内 容 を 詳 し く 記 載

135 R4.2.27(日) コミュタン福島 福島県
コミュタンサイエンスアカデ
ミア（Basicコース第１2回、
Advancedコース第１3回）

小中学生向け通年科学講座。

136 R4.3.13(日) コミュタン福島 福島県
コミュタンサイエンスアカデ
ミア成果発表会

小中学生向け通年科学講座。

137 R4.3.15(火) 〇 福島県 ニュースレター18号発行
「福島県環境創造センターニュースレター」
を発行し、研究、調査、分析情報や各種イ
ベントの状況を配信
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