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福島県における除染の推進に向けた

リスクコミュニケーションへの取組
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はじめに(Introduction)
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原子力発電所の事故による福島県の汚染状況

原子力規制委員会公表資料（平成２７年２月１３日）より一部抜粋

事故直後（H23.4.29） 事故後４２ヶ月後（H26.9.20）
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原子力発電所の事故による福島県の汚染状況

※平成２６年１１月７日現在

原子力規制委員会公表資料（平成２７
年２月１３日）より一部抜粋
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放射性物質汚染対処特措法

平成23年 8月26日 議員立法により成立
平成23年 8月30日 公布・一部施行

基本方針の閣議決定

汚染状況重点調査地域の指定

平成24年1月1日 本格施行

除染に関する緊急実施基本方針
＋ 市町村による除染実施ガイドライン

平成23年8月26日 原子力災害対策本部決定

9月9日 東日本大震災復旧・復興予備費
約2,200億円の確保

福島県
除染実施に向けた各
種取組
①財政支援（基金）
②技術的支援
③人的支援

除染計画策定
（各市町村）

市町村等によ
る除染開始

地域指定の要件、処理の基準等の
政省令制定

除染実施計画策定

市町村等による本格除染の実施

原子力災害対策特別措置法の下での取組

除染実施に向けた枠組み

平成24年度までに移行完了

除染特別地域の指定
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特措法に基づく県内市町村の除染特別地域・汚染状況重点調査地域の指定状況

平成27年4月1日現在
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除染の推進に向けたリスクコミュニ
ケーション事業の実施

除染推進に向けた支援の枠組み

１．事業者等の育成の加速化

２．技術的支援の強化

３．住民理解の促進
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国及び地方公共団体は、事故由来放射性物質に
よる環境への汚染への対処に関する施策に関し、
国民の理解と協力を得るため、事故由来放射性物
質による環境の汚染が人の健康又は生活環境に
及ぼす影響及びその影響を低減するための方策
に関する知識の普及及び情報の提供に努めなけ
ればならない。

特措法におけるリスクコミュニケーションの位置づけ

特措法第五十五条(知識の普及等)
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具体的な取組内容(Contents)
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[リスクコミュニケーション事業] 経過

平成２４年度 対象：一般県民

平成２５年度 対象：一般県民、行政区長、行政職員

平成２６年度 対象：一般県民、行政区長、行政職員、大学生

平成２３年度 対象：一般県民

地域対話フォーラム 各方部 5回開催 / 延べ450名参加

一般県民に広く知識を普及さ
せることを目的に開催

仮置場現地視察会 計6回
住民説明会への職員/専門家派遣 計112件

安全・安心フォーラム 各方部 4回開催 / 延べ890名参加

住民説明会への専門家派遣 計39件

リスクコミュニケーションセミナー / 除染質問コーナー 各2回開催
①リスクコミュニケーションセミナー

行政区長や市町村職員等を対象に除染に関する情報提供やコミュニケーションの現状と課題について
情報を提供

②除染質問コーナー

多様化する県民の不安や疑問に答えることを目的に人の集まる機会を捉え、県民各々の疑問に答えて
いくことを目的に開催

リスクコミュニケーションセミナー（3回開催）

各地域により空間線量率や除染の進捗状況の相違
これによる

放射線に対する不安や疑問の多様化

よりきめ細やかな
コミュニケーション
の必要性

仮置場現地視察会 計2 回
住民説明会への職員/専門家派遣 計48件

大学等と連携したリスクコミュニケーション（２大学等と連携）
世代、対象者に合わせた情報提供を行うことを目的に大学等と連携し事業を展開する

除染質問コーナー（２回開催）
住民説明会専門家派遣

行政区長等を対象とした事業により、
コミュニケーションの質の向上を図る
とともに、
世代、対象に合わせた
きめ細やかな情報提供を行う

除染推進に向けたリスクコミュニケーションの実施状況
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具体的な取組内容

（１） 地域対話フォーラムの開催（平成23・24年度）

（２） 除染質問コーナーの設置（平成25・26年度）

（３） 大学等と連携した事業（平成26年度）

（５） 住民説明会の開催支援（平成23年10月～）

（６） 仮置場現地視察会の実施（平成24年7月～）

（４） リスクコミュニケーションセミナーの開催
（平成25・２６年度）
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（１） 地域対話フォーラムの開催

○地域対話フォーラムの開催（平成23・24年度）

目的
県民の皆さんが抱いている放射線の影響や除染に関する不安や

疑問を解消し、安全・安心を醸成することを目的に開催した。

内容
第1部が専門家による講演、第2部が対話集会の2部構成。
日本原子力学会及び県内各市と共同で開催。
テーマは除染、放射線、仮置場等

開催実績
計9回開催、参加者延べ1,340名

平成23年福島、郡山、南相馬、いわき
平成24年福島、会津若松、白河、郡山、いわき

対象者
一般住民
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（１） 地域対話フォーラムの開催

専門家による講演

専門家と住民の対話 13



実績
計4回設置‥福島市、郡山市
参加者延べ21名(席に座って質問を行った人)

（２） 除染質問コーナーの設置

○除染質問コーナーの設置（平成25・26年度）

目的
人の集まる機会を捉え、県民個々の有する質問や不安な点等に
１対１で回答することを目的として設置した。

対象者
一般住民

内容
専門家や県職員が対面形式で住民からの疑問や質問に答えた。

また、除染情報プラザの移動展示と連携し、より多くの人が気軽
に情報を得られる場も設けた。
テーマは除染、放射線、仮置場等
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（２） 除染質問コーナーの設置

相談に応じる専門家

除染情報プラザの移動展示 15



実績
２校と連携した事業を実施‥郡山女子大学との連携

福島工業高等専門学校との連携

（３） 大学等連携事業の実施

○大学等と連携した事業の実施（平成26年度）

目的
世代、対象者に合わせた情報提供を行うことを目的に、主に若い
世代をターゲットとして、大学等と連携して除染や放射線に関する
知識の普及や理解の促進を目的とした事業を実施した。

対象者
学生及び一般住民

内容
学生を対象に、専門家を招いて実習を交えた講義を行い、知識

の普及を図った。また、学んだ内容を学生自らが発表したり、議論
する場を設けることで、学んだ内容の理解を深めた。
テーマは、除染、放射線、リスクコミュニケーションの進め方等
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（３） 大学等連携事業の実施

１ 郡山女子大学との連携

郡山女子大学の環境系サークル「ナチュラルライフスタイル部
（NLS部）」と連携し、 放射線の基礎に関する学習や、霧箱作成、
大学構内の空間線量率の測定を実施。

その成果を、一般向けのイベントである「もみじ会」において、
学生自身がポスター発表した。

内容(全３回)

①専門家による放射線に関する講義、霧箱作成実習

②大学構内の空間線量率の測定

③「もみじ会」における学習成果の発表
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（３） 大学等連携事業の実施

１ 郡山女子大学との連携(写真)
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１ 郡山女子大学との連携(写真)

（３） 大学等連携事業の実施
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（３） 大学等連携事業の実施

２ 福島工業高等専門学校との連携

福島工業高等専門学校の学生の中から希望者を募り、３回シ
リーズの実践を交えた講義を実施した。

内容(全３回)

①専門家による放射線に関する講義、放射線測定実習

②仮置場の見学、仮置場内の空間線量率の測定

③リスクコミュニケーションの進め方に関する講演

学習した内容に関する討論(ロールプレイを含む)
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（３） 大学等連携事業の実施

２ 福島工業高等専門学校との連携(写真)
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（３） 大学等連携事業の実施

２ 福島工業高等専門学校との連携(写真)
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（３） 大学等連携事業の実施

２ 福島工業高等専門学校との連携(写真)
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（４） リスクコミュニケーションセミナー

○リスクコミュニケーションセミナーの開催（平成25・26年度）

目的
地域でのコミュニケーションにおいて役割の大きい行政区長や市
町村職員を対象に、除染に関する情報提供やコミュニケーションの
現状と課題について情報を提供する。

対象者
市町村職員、行政区長等

内容
専門家による除染や放射線及び地域でのコミュニケーションに関

する講演や、放射線測定機器を用いた講習と実習を行った。

実績
平成25年度 2回開催
平成26年度 3回開催 延べ270名参加
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（５） 住民説明会の開催支援

○住民説明会への出席、専門家派遣（平成23年10月～）

目的
市町村が主催する住民説明会において、主に技術的な説明のサ
ポートを行うことを目的に、実施した。

対象者
市町村、町内会の住民等

内容
市町村が、仮置場の設置に向けて、町内会等を対象に実施する

住民説明会に、市町村の希望や開催テーマに応じて、専門家や県
職員を派遣する。
主な専門家：JAEA職員、日本原子力学会専門家等

実績
県職員84件、専門家75件派遣（平成27年3月31日現在）
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（６） 仮置場現地視察会の開催

○仮置場現地視察会の開催（平成24年7月～）

目的
仮置場設置前は、住民の間に未知の施設に関する漠然とした不
安があったことから、これを解消する目的で実施した。

対象者
仮置場設置予定地区の住民等

内容
県が、すでに仮置場を設置した市町村に依頼し、仮置場設置予

定地区の住民に実際の仮置場の見学、空間線量率の測定等を
行ってもらうことで、仮置場に対する不安や疑問を解消する。

実績
計８回開催
参加者延べ180名
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（６） 仮置場現地視察会の開催

事前説明の様子

線量測定の様子 27



まとめ(Conclusions)
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まとめ(Conclusions)

平成23年度～24年度
・県民全体に対する知識の普及

平成25年度～26年度
・市町村や地域単位での学び合い
・世代や対象者に合わせた情報提供

今後も、地域や県民のニーズに合わせた事業
を展開していく予定。
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