
環境創造センター
～ふくしまの環境回復・創造に向けて～
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福島県環境創造センターは、福島県の環境回復・創造に向けた総合的な取組
を行う機関として、平成２8年 7月より活動を開始しました。
当センターは、福島県民が安心して生活できる環境の一刻も早い実現福島県
民の多様化するニーズに応えられる安全と安心が確保された社会の構築の2つ
の考え方のもと、日本原子力研究開発機構及び国立環境研究所と緊密に連携し
ながら、福島の環境回復・創造に向けた研究を進めております。
また、平成２７年２月に策定しました環境創造センター中長期取組方針に基づき、
当センターは「モニタリング」「調査・研究」「情報収集・発信」「教育・研修・交流」の
４つの取組を総合的に行うこととしており、県民の皆さまが安心して暮らせる
「ふくしま」にするために、これらの取組を進めていきます。
福島県には、東京電力（株）福島第一原子力発電所の事故に伴う避難地域を中

心に、まだまだ解決しなければいけない課題が山積しております。これらの課題に
応えるために、県民の皆さまに寄り添った様々な活動を進めてまいりますので、
皆様の御支援、御指導の程よろしくお願いいたします。

福島県環境創造センター所長 

角山　茂章

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（福島環境安全センター）は、我が
国唯一の原子力に関する総合的な研究開発機関として、東京電力（株）福島第一
原子力発電所の事故後ただちに、福島県内を中心としたモニタリングを行い、
空間線量率や放射性セシウムの沈着量の状況を把握しました。また、除染モデル
実証事業により現在の本格除染の基盤となる情報を整備しました。
現在は、環境回復に向けた研究開発として、将来の放射性物質の状況を予測

するための環境中での放射性物質の移行等の調査と遠隔測定技術、予測モデルの
開発や、生活スタイルに沿った被ばく線量を予測する手法、除染・減容に係る技術の
開発を行っています。
福島県環境創造センターにおいて、福島県、国立環境研究所と密接に連携し、
多様化している地域・個人からのニーズにきめ細かく対応しつつ、福島県の環境に
ついて正確かつ分かりやすく研究成果を積極的に発信していくことにより、住民の
皆さまが安心して生活できる環境の実現のための研究開発に取り組んでまいります。国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

福島研究開発部門 福島環境安全センター長

宮原　要

国立環境研究所は、東日本大震災の直後から被災地支援のための研究に取
り組んでまいりましたが、平成２８年４月、福島県環境創造センター内に初めての
地方組織となる福島支部を設置し、６月から本格的な活動を開始しています。
ここでは、汚染された被災地の環境をできるだけ速やかに回復することを目的と

した「環境回復研究プログラム」、環境配慮型の地域復興・まちづくりを支援する
「環境創生研究プログラム」、さらにこれまでの災害における経験を将来の災害に
備え活かしていくための「災害環境マネジメント研究プログラム」を展開します。
環境創造センターにおいては、福島県、日本原子力研究開発機構そして私ども
国立環境研究所の三機関が一つ屋根の下で活動していくことになります。それ
ぞれの機関の特徴、強みを活かして連携して取り組み、さらに大きなネットワークを
構築していくことで、福島県の環境回復・環境創造に一層貢献していけるものと期待
しています。皆様方のご指導・ご支援を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

国立研究開発法人
国立環境研究所 福島支部長

滝村　朗

　福島県環境創造センターは、前例の無い原子力災害からの「環境回復と創造」に目受けた取組を行う総合的
な拠点として、平成２８年に福島県が設置した施設です。当センターは、平成２７年２月に策定した「環境創
造センター中長期取組方針」に基づき、環境放射能モニタリングや環境回復・創造に向けた調査研究の推進、
モニタリングデータや調査研究成果の情報収集・発信、展示施設等を活用した放射線教育・環境教育などを
実施しています。
　環境創造センターは、平成２７年４月に締結した「環境創造センターにおける連携協力に関する基本協定」に
基づき、国内有数の研究機関である日本原子力研究開発機構及び国立環境研究所と連携協力し、福島の環境
回復・創造に向けた研究開発を行います。地方自治体と国の専門機関が一体となった初めての取組となり、
県民の視点になって「放射線計測」「除染・廃棄物」「環境動態」「環境創造」の４つの分野で研究を進めてまい
ります。

福島県環境創造センターとは

　また、交流棟「コミュタン福島」では、展示施設や３６０度全球型シアターを備え、身近な視点から放射線や
福島の環境への理解を深めていただくことができます。放射線に関する体験研修プログラムも備えており、子
どもたちや様々な団体が、それぞれの立場から福島の未来を考え、創り、発信するきっかけとなる場を目指し
ております。
　この他、原子力発電所周辺の環境放射能の常時監視を行う「環境放射線センター」、猪苗代湖における調査研
究や環境活動の拠点となる「猪苗代水環境センター」、野生生物の放射能に関する調査や野生鳥獣の保護を担
う「野生生物共生センター」を設置し、福島県の環境回復・創造に向け、県民の皆さまに寄り添った活動を進め
ていきたいと考えております。
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環境創造センター施設概要

環境放射線センター

・原子力発電所周辺のモニタリングや空間放射線の常時
 監視を行います。
・JAEA福島環境安全センター遠隔放射線監視技術開発
 グループが入居し 福島県と連携して業務を行います。　　

福 島 支 所

・環境試料中に極微量含まれるプルトニウムなどのα線放出核種、ストロンチウムなどの
  β線放出核種の放射化学分析等を行います。

無人ヘリによる放射線モニタリング

環境放射線監視テレメータシステム

三春町

南相馬市

福島市

環境の回復・創造に向け、モニタリング、調査研究、情報収集・発信、教育・研修・交流を行う総合的な拠点として、福島県が
設置する施設です。

研 究 棟
・日本原子力研究開発機構（ＪＡＥＡ）及び国立環境
 研究所（ＮＩＥＳ）が入居
・ＪＡＥＡは、主に放射性物質による環境中の汚染を
 除去し、環境を回復させるための調査・研究を実施
・ＮＩＥＳは、主に環境回復や復興まちづくり、災害に
 強い社会づくりに関する調査・研究を実施

三春町

設置する施設です。

南相馬市

福島市

大玉村
猪苗代町

三春町
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猪苗代水環境センター

猪苗代湖・裏磐梯湖沼群に関する調査研究やボ
ランティア活動の拠点としての機能を担います。

 • 猪苗代湖に関する資
料や展示などを備えて
おり、自由に閲覧する
ことができます。

野生生物共生センター

ランティア活動の拠点としての機能を担います。

 • 猪苗代湖に関する資 • 猪苗代湖に関する資
料や展示などを備えて料や展示などを備えて
おり、自由に閲覧するおり、自由に閲覧する

猪苗代町

 • 野生生物のはく製やパネル展示など
を備えており、自由に閲覧することがで
きます。

野生生物のモニタリングや、野生生物の保護・救護の機
能を担います。

大玉村

本 館

交 流 棟（コミュタン福島）

・福島県が入居
・１階は環境放射能のモニタリングや調査・研究を行うエリア
・２階は大気、水、廃棄物のモニタリングや調査・研究を行うエリア

・ふくしまの子供たちが安心して輝く未来を創造
 するための「対話と共創の場」
・放射線やふくしまの環境の現状に関する展示の
 ほか、３６０度全球型シアター、２００人収容可能な
 ホールを設置



環境創造センターの 4つの機能
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　福島県の環境の回復・創造に向け、モニタリング、調査・研究、情報収集・発信、教育・研修・交
流の４つの取組を総合的に行います。
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　県内各地において、学校・公園等の定点測定、バス等を利
用した走行サーベイ、モニタリングポスト等を用いた常時監
視の実施など、きめ細やかなモニタリングを実施します。

　また、「総合モニタリング計画」に基づき国、県、市町村
等で実施されている環境放射能モニタリングの測定結果
の集約、情報共有を行い、効率的に活用していきます。

　加えて、環境放射能の他、大気汚染、水質汚濁、騒音・
振動、廃棄物、化学物質に関する調査分析の行い、データの
管理及び情報発信を行っていきます。

　前例のない原子力災害からの環境回復・創造には、国内外の英知を結集して取組を進めていく必要があり
ます。このため、県のみならず、我が国唯一の原子力に関する総合的な研究開発機関である日本原子力研究
開発機構（JAEA）や我が国の環境研究に関する中核的機関である国立環境研究所（NIES）が研究棟に入居
し連携して調査研究を進めています。

モニタリング

調査・研究
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　福島県、日本原子力研究開発機構及び国立
環境研究所は緊密に連携し、環境回復・創造の
ため、放射線計測、除染・廃棄物、環境動態、環
境創造の４つの部門で調査研究を進めます。

日本原子力研究開発機構、国立環境研究所との連携

福島県と IAEAとの協力

平成27年4月24日
連帯協力に関する基本協締結

　平成２４年１２月１５日、原子力に関する高度な知見を有するＩＡＥＡとの間で放射線モニタリング及び除染の
分野における協力覚書を締結し、河川・湖沼等の除染技術の検討や野生動物における放射性核種の動態調
査などの協力プロジェクトを進めています。

　各種の調査研究成果やモニタリング結果について、
県民の皆さまに分かりやすい形で出来るような情報
発信体制の整備を進めます。

　また、各種学会や国際会議等を通して、調査研究成
果を国内外に積極的な発信していくとともに、本県の
除染などによる環境回復・地域再生状況について、
一元的・網羅的な情報収集・発信に取り組みます。

　さらに、交流棟「コミュタン福島」を活用し、各種
イベント、ワークショップ等を通じて交流機会の拡大
に取り組みます。

福島県とIAEAとの間の実施取決め（放射線モニタリング・除染）

福島県立医科大学とIAEAとの間の実施取決め（人の健康）

外務省とIAEAとの間の実施取決め（緊急時対応）

覚 

　書
外務省とIAEAとの間の実施取決め（緊急時対応）

情報収集・発信
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教育・研修・交流

会議室の貸出

　福島県の環境の現状や放射線に関する情報を伝え、福島の未来を創造する力を育むため、放射線教育や
環境教育、大学や他の研究機関等と連携した長期に渡る研究者等の人材育成、交流棟を活用したＮＰＯ、
地域住民等を広く対象とした交流ネットワークの構築、環境回復・環境創造に関連する事業者への研修等に
取り組みます。

　コミュタン福島には、会議室やホールなどが備えられており、有料で利用することが出来ます。
（使用目的等に応じて利用料が免除されます。）映像設備や音響設備も備えております。

ホール（200名収容可能） 会議室（100名収容可能） 多目的会議室（100名収容可能）

福島第一原子力発電所の模型 放射線見える化ウォール 環境創造シアター

交流棟「コミュタン福島」
　コミュタン福島は、展示や体験学習を通じ、県民の皆さまの不安や疑問に答え、放射線や環境問題を
身近な視点から理解し、環境の回復と創造への意識を深めていただくための施設です。
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　日本原子力研究開発機構（JAEA)は、わが国唯一の総合的な原子力研究開発機関です。
福島第一原子力発電所の事故では、その直後から国の公共指定期間として、モニタリングや避
難等の支援活動に取り組み、その後も”ふくしま”の環境回復と廃炉に必要な技術開発など、
”ふくしま”の復興・再生に向けて積極的に研究開発・支援活動に取り組んでいます。　
　福島環境安全センターでは、”ふくしま”の環境回復に係る研究開発を行い、住民の方たちが
安心して生活できるよう、様々なニーズに対応しています。

連携研究機関

　その取組みとして、事故直後から継続して行って
いる放射線モニタリング、空間線量率や放射性物質
の沈着量のマップの作成や将来予測などを進めてき
ています。
　また、環境中の放射性物質が今後どうなるのかと
いったことに関する「環境動態研究」、無人ヘリなどを
用いた広範な大地の効率的な測定や迅速に放射性
物質の濃度を測定する放射線計測技術の開発、除染
効果の把握及び除染廃棄物の減容・再利用の方策の
支援に係る研究開発などを行っています。
　これらに加え、県民の皆さんの健康管理調査
（内部被ばく検査）、放射線に関するご質問への対応
や原子力人材育成への協力・支援などにも積極的に
取り組んでいます。

日本原子力研究開発機構 福島環境安全センター
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　国立環境研究所は、環境行政の科学
的・技術的基盤を支え、幅広い環境研
究に総合的に取り組む国内唯一の研
究所として、1974年、茨城県つくば市
に発足しました。以来、専門家集団とし
ての高い使命感と幅広い知識を持って、
地球温暖化や循環型社会、生態系の劣
化、大気汚染などに関する幅広い環境
研究を実施し、国内外の環境政策に貢
献するとともに、環境問題を解決する
ための適切な情報の発信に努めてきま
した。
　長年にわたり培ってきた環境研究の
蓄積をもとに、東日本大震災の発生直
後から国や地方自治体と連携・協働
して、様々な被災地支援の災害環境研
究を行ってきました。その取り組みは、
がれき等の災害廃棄物や放射性物質に

国立環境研究所 福島支部

汚染された廃棄物の処理・処分、放射性物質の環境動態や生物・生態系影響、地震・津波に
よる環境変化・影響、被災地の復興まちづくりと地域環境の創生など広範に及んでいます。
　これらの取組みを被災地に根ざして力強く継続的に進めるため、研究棟内に福島支部を開設
しました。福島支部を拠点として、福島県や JAEAをはじめとする関連機関、様々な関係者と
力を合わせて、被災地の環境回復と環境創生に向けた災害環境研究に取り組んでいきます。
また、福島県環境創造センターが進める環境情報の収集・発信や教育・研修・交流等の取り組みに、
災害環境研究の面から支援・協力していきます。これらを進めることによって、災害環境研究の
世界的拠点となることを目指します。
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アクセス

〒963-7700
福島県田村郡三春町深作１０番２号

お問い合わせ

【本　館】福島県環境創造センター　　
　　　　TEL：0247-61-6111　FAX：0247-61-6119

【交流棟】コミュタン福島　
　　　　TEL：0247-61-5721　FAX：0247-61-5727

【研究棟】国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
　　　　福島研究開発部門　福島環境安全センター　
　　　　TEL：0247-61-2910　FAX：0247-62-3650

【研究棟】国立研究開発法人国立環境研究所　福島支部
　　　　TEL：0247-61-6561　FAX：0247-61-6562
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アクセス
MAP

○お車を御利用の場合
　ＪＲ郡山駅より約３０分
　ＪＲ三春駅より約12分
　磐越自動車道　船引三春ＩＣより約5分

○東京から
　東京駅（東北新幹線）－郡山駅（磐越東線）－三春駅　　　　　約１時間５０分
　東北自動車道　川口中央ＩＣ―磐越自動車道　船引三春ＩＣ　約２時間４０分

○仙台から
　仙台駅（東北新幹線）－郡山駅（磐越東線）－三春駅　　　　 約１時間１０分
　東北自動車道　仙台宮城ＩＣ－磐越自動車道　船引三春ＩＣ　 約１時間３０分

　三春駅から環境創造センターまでは、1日4便三春町営バスが運行しています。
　※年末年始を除き、毎日運行。


