
第２回福島県環境創造センター交流棟展示等検討会 議事録          （平成 26年 8月 2日） 
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――開  会―― 

 定刻となりましたので、ただいまから第２回福島県環境創造センター交流棟展

示等検討会を開会いたします。 

 早速、議事に移らせていただきたいと思いますが、議事の進行につきましては、

福島県環境創造センター交流棟展示等検討会設置要綱の規定に基づき、渡邊座長

にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 お暑い中お集まりいただきましてありがとうございます。 

 本日、第２回目ということで皆さんにお集まりいただきました。昨日、会議が

ございまして、何を議論してきたかというと、やはり、今でもいろいろな事故の

問題が起こっているということは言うまでもないことなのですが、どういうふう

に情報を伝えるのかという話が中心になって、風評被害の問題も含めてどう解消

していくのかということをお話ししました。私は常々、これは自分の反省も含め

て、考えているのですが、原発がこれだけあるのに、私たちは原子力の講義とか、

あるいは原子力に関する基礎知識とか、あるいは放射能汚染についての理解とい

うのが自分の学習課程にどれだけあったのか、私は物理を専攻しているのですけ

れども、実はほとんどないのです。今の学生さんも含めて、やはりそういう課程

がない。そういうリテラシーがない中で、どういうふうに情報を共有して理解を

していくのかということを考えると、リテラシーがないから共有できないです

よ、という話になるわけです。 

 私は、この交流棟がきちんとサイエンスに基づいた情報発信という重要な役割

を持っていると思います。このことを通じて皆さんに理解をしていただいて、さ

まざまなものが発信されて、皆さんに共通な情報が伝わっていけば、おのずから

そういう問題も解消できるようになる、そういう創造センターなり交流棟にした

いと思っています。そのためにどういう展示をしたらいちばんいいのか、これは

大変難しいのですが、是非みなさんのお知恵を借りて今日の議論をきちんとして

いきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

 

――議  事―― 

 座らせて議題の方に入らせていただきたいと思います。 

 まず、本日の第１の議題ですが、（１）の「全体ゾーニングについて」という

ことと、議題の（２）の「導入展示の見直しについて」を事務局よりお願いをし

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

 事務局からですが、まず、今回の検討会の資料は、資料１と資料２をご用意さ

せていただいております。 

 資料１につきましては、本日の議題となっております「全体ゾーニングについ

て」「導入展示の見直しについて」「展示の基本デザイン及び手法について」「交

流棟の運営プログラムについて」、この４つについて記載してございます。 

 資料２につきましては、資料１を皆様方に事前にご確認いただいておりまし
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て、それをもとに事前に意見をいただいたものがございますので、これを取りま

とめまして事務局対応案とともに記載しているものでございます。 

 それでは、資料１に基づきまして、その中で資料２も併せて説明させていただ

きたいと思います。 

 まず、１枚めくっていただきまして、ページ番号がページの右上に振っており

ますが、２ページをお開きください。こちらには議題の（１）の「全体ゾーニン

グについて」ということで、こちらに全体ゾーニングの図をお示ししてございま

す。 

 左下に小さい平面図で描かれているのが前回の検討会でお示ししているもの

でして、右側の大きい平面図が今回お示しする平面図になっております。文字で

書かれているところの「刷新のポイント」とございますが、２つ目の丸に、映像

を重視した空間に変更しているとございます。それと、団体対応にも配慮した空

間になっているとございます。そういう点で、前回お示ししているものから変更

してございまして、このことについてはこの後にまた詳しく説明させていただき

ます。 

 ３つ目の丸に、放射線ラボの各テーマ、「知る」「測る」「身を守る」「除く」の

関連性を考慮した配置を導入とありますが、こちらも後で詳しく説明させていた

だきます。 

 ４つ目の丸に、放射線ラボ内にＱ＆Ａコーナーを新設し、また、併せて研究者

によるミニ講座なども実施するというふうに記載してございまして、こちらは前

回の検討会で委員の皆様方からいただいたご意見をもとに、Ｑ＆Ａコーナーです

とか研究者との交流スペースについて新設しているものでございます。こちらも

後ほど詳しく説明させていただきます。 

 ページをめくっていただきまして、４ページをご覧ください。まず、このペー

ジの右上に「Keyplan」と書かれている小さな平面図がございますが、平面図に

おいて四角で囲っている部分についてこのページでご説明させていただくとい

う意味でございます。 

 この資料につきましては、右側のイラストをご覧いただきながら説明させてい

ただきたいと思いますが、前回提示させていただいたこのエリアにつきまして

は、ゲート型の展示、ゲートに画像ですとか映像を掲示して、事故から現在まで

の経過を伝えるという内容にしておりましたが、ゲートの形をした展示になりま

すと、団体の来館の際に人の詰まりができてしまうというおそれがございました

ので、団体対応が可能な空間ということで、このイラストが示すような配置に変

更してございます。このイラストの中央部に、壁面に映像をプロジェクターで映

し出している画がございますが、こちらのコーナーのタイトルが「フロム 3.11 ふ

くしまの歩みシアター」というものでございまして、福島の 3.11からの歩みを、

「事故」「原子力災害」「回復・復興へ」との観点から振り返る壁面の大型映像と

なっております。 

 このイラストの右側にアクリルのケースに入っている展示物がございますが、

こちらは「ふくしまの歩みトピックス＆年表」というコーナーになっておりまし
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て、こちらが 3.11 からの歩みというのを、「事故」「原子力災害」「回復・復興へ」

との観点から、トピックとなる事項をアクリルのケースの中で紹介するという内

容になってございます。 

 そのアクリルのケースのさらに右側が年表になっておりまして、事故からの出

来事を年表形式でお伝えするという展示になってございます。 

 先ほどもご説明させていただいた大型壁面の映像につきまして、次の５ページ

にストーリーイメージをお示ししてございます。簡単にストーリーを説明させて

いただきますが、まず、「地震発生」ということで、押し寄せる津波ですとか地

震や津波による被害といったものを伝える。次に「事故と避難」とタイトルがつ

いていますが、こちらでは原発事故が発生したこと、20キロ圏内で避難指示が出

されたこと、また、放射性物質の拡散が起こったこと、こういったことを伝える。

次に３番の「避難生活」、こちらでは、一変してしまった県民の生活を伝える。

最後に４番として「復旧・復興、再生・創造へ向けて」ということで、福島県と

してのメッセージである「原子力に依存しないふくしま」を伝える、また、復旧・

復興への取組や再生・創造への取組なども紹介していくといった映像の流れにな

ってございます。 

 ページをめくっていただきまして６ページになります。６ページはエリアが変

わりまして、先ほどの入り口から少し奥に入ったスペースになってございます

が、こちらのタイトルが「ふくしまの環境のいま」というエリアになってござい

まして、ねらいが、福島県の環境の「いま」を数値とビジュアルで伝え、数値の

意味や環境とのつながりを訴求し、各展示エリアへと誘うという内容になってご

ざいます。これは前回お示ししている内容と変更はございません。 

 ねらいについての変更はございませんが、構成にいくつか変更点がございます

ので、そこを中心に説明させていただきたいと思います。 

 右側のイラストのところに移りますが、このエリア全体を「ふくしまの環境の

いま」と呼んでおりまして、「ふくしまの環境のいま」を数値やビジュアルで伝

えるコーナーになってございまして、環境回復と環境創造に関するリアルタイム

な数値や情報をこのエリアにちりばめて掲示していくといったものになってご

ざいます。前回の検討会で、廃炉に関する内容の展示を、というご意見がござい

ましたので、廃炉に関する情報については、この「ふくしまの環境のいま」の方

で展示していきたいと考えております。 

 イラストに注目していただいて、中央部に「1012」というデジタル時計のよう

な表示がされているものがございますが、こちらが「環境回復・環境創造クロッ

ク」という名前をつけているもので、こちらは 3.11 からのリアルタイムな時間

を表示する時計ということになっておりまして、この時間が福島の環境回復・創

造に向けての歩みを始めてからの時間であるということを伝える展示になって

ございます。 

 次に、イラストには記載はないのですが、新しい展示コーナーといたしまして、

子どもたちのメッセージというものを今回提案させていただきたいと考えてお

ります。詳細については次のページで説明させていただきますが、前回の検討会
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でご意見をいただいた、再び訪れてもらうように、ですとか、未来につなげる、

といったご意見をもとに検討したものになってございます。 

 イラストの方に戻っていただきまして、フレームの形をした造形物にいろいろ

な数値や映像解説等を入れていくという説明にこの資料ではなってございます

が、特にフレームという形にこだわるものではなくて、子どもたちが興味を持っ

て数値を探したり発見できたりするような仕掛けづくりというものをこれから

考えていきたいと思っております。 

 続きまして７ページにお進みください。こちらは先ほどお話ししました「子ど

もたちのメッセージ」という展示コーナーになってございます。こちらのコーナ

ーの概要ですが、環境創造センターの交流棟に学校単位で来館していただいた県

内の小学校児童にメッセージを残してもらうという内容になっています。メッセ

ージは交流棟で保存しまして閲覧が可能な状態にしておきます。運用の案ですけ

れども、毎年度もしくは月ごとに優れたメッセージを発表する。この優れたメッ

セージを発表するというものを発展させましてメッセージコンクールのような

ものを開くというのもやり方としてあると思います。 

 こちらに記載している短期的な効果といたしまして、小学校児童が訪れた後に

感想文のような形でメッセージを書いていただくということで、環境創造センタ

ーの交流棟での学びを振り返り、ふくしまのいまと未来について考えてもらうき

っかけを持ってもらうというのが短期的な効果として挙げられます。 

 中長期的な効果といたしまして、訪れた子どもたちが来館時に何を感じたのか

というのを大人になってから見返したときに同じことを思えるのか、そういった

ことを振り返ることができるというのを中長期的な効果として考えられます。 

 この子どもたちのメッセージというものの設置場所ですが、右側の平面図に示

していますように、「ふくしまの環境のいま」というエリアと、この平面図の右

側が 360 度全球型の環境創造シアターになっているのですが、そことの境目辺り

に設置して、現在と未来をつなぐというような空間的な意味づけも持ってござい

ます。 

 以上で、全体ゾーニングと導入展示の見直しについての説明を終わらせていた

だきます。 

 ありがとうございました。 

 一応、この資料の７ページまでということになっています。前回、導入の動線

が悪いとか団体対応はできるのかとか、いろいろなご意見がございましたが、そ

れに対して事務局の方から再検討して再提案があったということでございます。

どこでも結構ですので、ご質問あるいはアイディア等、出していただければと思

います。よろしくお願いいたします。いかがでしょうか。 

 ご説明ありがとうございます。今の中では説明がなかったのですけれども、や

はり私は全体的な人の流れがどうかというのが心配だったのですけれども、その

辺を踏まえて、人の動線に配慮した形でいろいろご検討いただいたということ

で、かなりの方が交流棟に来てもさばけるということで流れを考えて、また、来

館者があるところに集まるということもなくて、全体的にそれぞれ関心のあると
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ころを順次見ていくということでは非常にいい改定案を提示していただいたの

ではないかと考えてございます。 

 特に子どもたちのメッセージ、これは提案ということでご採用いただきました

けれども、これだけの方が繰り返しこういった交流棟の方に来ていただけるとい

うのがやはり大事だと思います。ファーストインプレッションというのは非常に

大事だと思いますけれども、やはり子どもであれば、小学校２年生、あるいは５

年生、中学生という形になっていくと、それぞれ感受性というか、そういったも

のが違ってきますので、同じ展示物を見ても、そのときの年齢によって考え方が

違ってくると思いますから、そういった子どもたちの年齢に合った反応が積み上

がっていくような、いろいろな情報提供ができる、そういった交流棟ができれば

いいなと思っています。 

 今までの説明のところは、特にこちらから、もっとこうしたらということは私

としてはありません。ありがとうございます。 

 その他いかがでしょう。 

 この間の会議と比べると、今回は本当に具体的で、推進室の皆様、生環部の皆

様のご苦労というものに、本当に感激しました。 

最初のシアターについて、これはどのくらいの時間を想定しているのか、音声

は入るのか、映像だけで静かなところで見ているのか、そのイメージを教えてい

ただければと思います。 

 事務局。直接どうぞ。 

 最初の入ってすぐの「ふくしまの歩みシアター」のところだと思いますが、現

在、全体で５分程度の映像を考えております。中に入ってから見ていただく時間

もたっぷりとらなければならないというのがありますので、あまり長くもできま

せんので５分程度で、音も入るものを考えてございます。 

 よろしいでしょうか。音声も入るということでいいですね。 

 その他いかがでしょうか。 

 今のお話に関しての提案ですけれども、おそらくいろいろなところでいろいろ

な展示が同時進行すると思うので、指向性のスピーカーを検討されるとよろしい

かと思います。他のところに音が広がってしまうと非常に雰囲気が悪くなるの

で。 

 それと、私もこの案を送っていただいて拝見して、非常に良くなったというと

おこがましいですけれども、すごくいいものになってきたなと思います。ここも

入ってからお客さんがばらけるような感じの展示になっていますので、すごくつ

かえて大変というようなものは解消されると思います。 

 子どもたちのメッセージを保存するというアイディアも非常にいいと思いま

すし、リピーターの方を呼ぶいい材料だと思うのですけれども、これは団体で来

館したお子さんにしか対応しないということでしょうか。たぶん、お父さん、お

母さんもそういうものを残していくと喜ぶだろうし、お父さん、お母さんが覚え

ていて、家族でまた行こうというパターンも結構あると思うので、団体ではない

個人のお客さんにも対応できたらいいのではないかと思いました。 
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 ありがとうございます。 

 どうぞ。 

 ありがとうございます。 

 まず、スピーカーの件については、技術的に、どういったものがあるかも含め

て、検討させていたき、ご提案いただいた指向性のスピーカーなども採用できる

かどうか検討していきたいと思っています。 

 それから、子どもたちのメッセージでございますが、現時点では、７ページに

示したエリアについては、学校単位での取り扱いというものを考えております。

学校の先生方にはご負担になるかもしれませんが、いったん帰ってから、行って

きた感想とか、今後の期待とか、そういったものを子どもたちに書いていただい

て送り返していただいたものを保存する。それは電子データで保存し、次回、例

えば家族で来たときに、前に学校で来たときに残していったものを見るとか、何

年か経った後で、例えば高校生とか成人式とか、そういったそれぞれの人生のイ

ベントの中で、子どもの頃の自分の考えを振り返ってみるというようなこともで

きるようなものにしたいということで、こういう仕組みを考えております。 

 それで、今お話のありました生徒以外のご家族とか一般の来館者への対応につ

いてですが、実は、もともと一般の来館者にもメッセージを書き込んでいただく

ようなスペースは考えてございまして、ちょっと説明が先に飛んでしまいますけ

れども、17 ページをご覧いただきたいと思います。17 ページに「未来へのメッ

セージ」というタイトルがついたコーナーがございまして、これは場所がちょう

ど環境創造シアター、360 度全球型のシアターのフロアになります。左の方に平

面図がございますけれども、この展示エリアに入って、まっすぐ歩いていくと、

先ほどの子どもたちのメッセージのところにぶつかるのですが、そこの上といい

ますか、環境創造シアターのフロアは中二階になっているんですね。右側にその

フロアから下を眺めたような図が描かれておりますけれども、この場所に一般の

方々がその場でメッセージを入力して、向かい側の壁の方にメッセージが表示さ

れるというような仕組みも考えてございまして、一般の来館者、それからご家族

で来たときに、お子さんを含めて、こういったところへのメッセージの表示とい

うものはしたいと考えてございます。 

 また、これを保存して、再び来館したときにまた見られるようにするかどうか、

そこまでのところは今回検討が及んでいないのですが、その辺も対応は可能なの

で、引き続き検討させていただきたいと思います。 

 一応、家族が来ても保存はしますという、そういう状況まで今検討が進んだと

いうことだと思います。 

 その他いかがでしょうか。 

 子どもたちへのメッセージのところなのですが、これは団体で来館したときに

義務にして、全員の子どもが必ず提出してくださいとなると、表現力のない子と

か書くことが苦手な子どもが結構いるものですから、重い宿題を課せられたよう

な感じを受けて、二度と行くまいと思う子どもが出てくることも考えられます。

ですから、その辺はあまり負担感を大きくしない程度に、お願いをする程度でい
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いのかなと思います。アンケートのようなもの、簡単に丸をつけて書いてもらう

などというものとセットにしながら、表と裏でそういったものを準備して、裏の

メッセージは書ける子はどうぞという感じの方がいいのかなと思います。 

 ただ、その辺の取組は学校によって違っていて、時間をとってやらせようと思

う学校もあるでしょうし、なかなかそこまで事後指導で時間はとれないという学

校も出てくると思うので、その辺は配慮していただければと思います。 

 以上です。 

 ありがとうございました。 

 その他いかがでしょう。 

 今までの説明の中に、なかったのでお聞きしたいのですが、こういった会場だ

と、よく、何かあったときの避難ルートがどういうふうにわかるようになるのか

なというのがあるんですね。この図を見ると、どこからでも出たり入ったりはで

きないですし、正面のところも、「IN」というところが扉になっていて、万が一

のときはどこか広く開くのかなとか、あるいは階段、避難ルートがどういうふう

にわかるようになっているのかなというのが少しありました。 

 どうしても展示ですので壁のところは閉じられていますので、子どもさんがた

くさんいらした場合に、何かあったときに避難できることも少し考えておいた方

がいいのではないかなというふうに思いました。１つ、その点だけお願いします。 

 どうぞ。 

 避難関係でございますけれども、まずは、学校単位、団体で来館した場合、最

初に入っていただいた後、すぐに展示エリアに入るのではなくて、いったんホー

ルとか会議室とかそういったところで、ガイダンスといいますかオリエンテーシ

ョンを一度やります。そこで、万が一のことがあったときには、付いて歩く人が

必ずいますので、その人の指示に従って行動してくださいというようなことと

か、非常口とかそういったところについてのご説明をするということになりま

す。 

 あと、例えば 100 人、200 人という団体がいらっしゃったときのさばき方です

が、100人、200 人をいっぺんに動かすのではなくて、だいたい 30人ぐらいずつ

の単位に分けて、それぞれ最低でも１人、案内役をつけて案内するというふうに

考えておりますので、万が一のときにはそういった方々がきちんと指示をすると

いうことになります。 

 当然、それ以外にもフリーの来館者もいますので、そういった方々については、

要所、要所に人がいるはずですから、そういった案内役の方が避難の指示をする

ということを考えてございます。 

 あと、具体的にどのルートを通って、どこの非常口ということについては、も

う少し詳細なものが決まってから検討するということになっております。 

 よろしいでしょうか。たぶん、避難ができないと建築工事の問題で無理だと思

いますので、それは大丈夫だと思っています。高村先生、どうですか。 

 他の委員と一緒で、まとめられて非常によくなったと思うのですけれども、特

に子どもたちのメッセージ、これは非常にいいアイディアだなというふうに思い
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ます。確認をさせてもらいたいのですけれども、子どもさんたちに書いてもらう

のが「未来のふくしまへの想い」とあります。これは小学生には難しい課題では

ないのかなと。僕は小学生だったときに「想い」を書けといわれて書けたかなと

いうと、書けなかった記憶あるので、問いかけの仕方を考え、より書きやすいよ

うな問いかけ設定というのが今後課題なのかなと。これは各論ですから、また今

後議論すればいいことだと思います。 

 もう一つは、将来、例えばタイムカプセル開封、これは非常にいいアイディア

だと思います。ここに書いてあるように、見るときには電子データとして保存し

てモニターで見るということで、これも非常にいいと思うのですけれども、その

一方で、例えば書いてもらったものを直接見てもらうような工夫もあってもいい

のかなと思います。要するに、今までこれだけ人がいっぱい来たのだということ

を見せるような展示、工夫があって、そこで直筆で書いているようなところを直

接見てもらう。もちろん個人データですから、そういった個人情報に配慮する必

要があるでしょうけれども、こういったものが手書きであるというのを直接見る

のもインパクトがあるのかなと思います。 

 というのは、私は長崎にいますけれども、長崎に追悼平和祈念館というのがあ

ります。原爆死没者の方を追悼する目的でつくられたもので、国立ですけれども、

ここには原爆で亡くなった方の名簿が直接積み上がって非常に高い塔のように

なっているような追悼のスペースがあり、これが非常にインパクトがあります。

もちろん電子データというものも大事ですし、それプラス実際に書かれたものの

組み合わせをと思います。紙というのは意外とインパクトがありますから、その

辺も考慮していただければと思います。 

 いかがですか。 

 ありがとうございます。 

 子どもたちのメッセージについては、当初、高村先生がおっしゃるように、い

ただいたメッセージをその場で見られるようにするとか、いろいろ考えておりま

した。こんなにたくさんのメッセージがあるのだということを量で見せるという

ことも非常に効果があると思いますので、ある程度、量がたまってきた時点でそ

ういうことも考えるようになるとは思うのですが、今現在考えておりますのは、

メッセージを電子データの画像として取り込んで、振り返ってみるときも、単な

る文字のデータだけで見るのではなくて、自分がその当時書いた字がどういう字

だったかもわかるようにしたいと思っております。たぶんそのほうが、当時はこ

んな字を書いていたとか、いろいろ思い出すときにも効果があると考えておりま

す。 

 積み上がったものと見せるということについては、また引き続き検討していき

たいと思います。 

 メッセージについては、持ち帰って学校で感想文を書くというようなことは、

実は今もいろいろ依頼が来て結構やっています。ここでの感動をひと言メッセー

ジで、例えば福島県へのメッセージとか、自分自身へのメッセージとか、何か簡

単にその場でも書けるようなものにしておかないと、感動や関心が冷めてから書
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くことになる。約 460校が行くとなると、それぞれ、５年生だと宿泊学習で各地

に行く時、そこに寄って学習してから行くとか、単発でここだけで終わるのかど

うかも今後それぞれの学校が検討すべきだと思うのですが、そこの学習での感動

を言葉に残すということも大切だと思うので、先ほど課長さんがおっしゃった簡

単に誰に対するメッセージなのかということを明確にすべきと思います。例え

ば、今、福島県でやっている「十七字のふれあい」という、短い言葉でいろいろ

な子どもの思いが伝わることをやっています。本当にそういう感動した言葉を単

発でもいいから伝えられる、そんな形の方がより感動を伝えられるのかなと思い

ました。 

 参考の意見ということで、これからまた具体的に動き出したときにどういうふ

うになっていくのかということもあると思いますので、今後検討するということ

でよろしいでしょうか。 

 その他ございますでしょうか。 

 私の方からすみません。議長で発言して申し訳ないのですが。気になっている

のが６ページの「ふくしまの環境のいま」の動線やなんかについては大変よくな

ったと思っているのですが、是非注意しておいてほしいのは、環境創造センター

で現状を理解することがすごく大切だと思うのです。要するに、ここに行けば今、

原発はどうなっているかとか、福島県の汚染がどうなっているかとか、あるいは

どのくらい除染が進んでいて線量が低下しているかとか、そういうことがわかる

ような情報発信源でもあってほしいと思うのです。 

 どちらかというと創造なので教育的なイメージがあって、それも非常に重要な

のですけれども、６ページのところを見ると、タイムやフレームユニットの基本

構成というふうに象形化するというよりは、例えば福島県全体でいろいろな汚染

があったときに、福島県の環境モニターを原子力センターでもおそらくやってい

ると思うのですけれども、福島県全体のマップ、要するにぱっと一面でわかるよ

うなマップを是非つくっておいてほしいと思っているのです。そこに、例えば自

分の住所とか自分のポイントを入れたらこういうものがポンと出てくるような、

そういう流れのものの方がアトラクティブではないかと私は思います。 

 なぜかというと、例えば人口の変化なども、自分の町だけを入れるというので

はなくて、全体が見えるといった方がいいと思いますし、そのことが将来の自分

たちの行動にもつながってくるのだろうと思うものですから、象形の仕方といい

ますか、フレームユニットの使い方も含めて、もうちょっとどういうものがいい

のか、私はこれでいいと思っているのですが、それでだめな場合もあるかもしれ

ませんけれども、そういうものも含めて全体像が見えるといいますか、まずは現

状認識がここに行ったら絶対できるというものにしてほしい。先ほどの中にもあ

りますように、原発のリアルタイムの映像が見えるといったように、そこに行く

と、被ばくしてしか行けない現状が、例えばここだったら被ばくしないでちゃん

と現状が見えるという、そういうよさがここにあるわけです。最近、いろいろな

学会が、あそこの先端に入れて見せろみたいな議論になって、訪れる客が多くな

っているみたいな話もありますけれども、それではやっぱりまずいので、そうい
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う点ではやっぱり、ここに行けばちゃんとわかりますよというふうな、そういう

施設にしておいてほしいなと思いました。そこだけ１点、今までのところでお願

いしたいところです。 

 よろしいでしょうか。その他、もしなければ次の方に進みたいと思います。ま

た、課題は課題という形で、また事務局の方でご検討いただきたいと思います。 

 それでは、今日の議題の３番目になりますが、「展示の基本的デザイン及び手

法について」ということで、今日のメーンになるかと思いますが、事務局の方で

ご説明いただきたいと思います。 

 それでは、事務局より説明させていただきます。 

 ９ページをお開きください。ここからは「展示の基本デザイン及び手法につい

て」ということで記載してございます。 

 まず初めに、「放射線ラボ・環境創造ラボにおける探求展示の展示手法の考え

方」ということで、お示ししたいと思います。 

 基本的な考え方といたしましては、このページにオレンジの台形の丸で４つほ

ど書かれているように、「身近なものに例える」ですとか「空間の中に表示する」

「操作する・扱う」「挑戦する」といったことであり、各展示の内容を検討して

ございます。 

 ９ページにつきましては事前に皆様方からの意見をいただいているものがご

ざいまして、まず１つ目ですけれども、「操作する・扱う」というところで、こ

れは提案だと思いますけれども、放射性物質の強さや量を計測器のような音の数

ですとか光の量、パルス等で表現するような工夫をしてくださいということでい

ただいております。こちらの基本的な考え方としても、子どもたちが興味を持っ

て体験し学ぶことができるような内容にしたいと思っておりますので、ご意見を

参考に検討していきたいと思います。 

 ご意見としてもう１つございまして、これは身近なものに「例える」というこ

とで展示の基本的な考え方としておりますが、例えることによって理解が進む場

合も、逆に誤解を生む場合もある。なので、検討会をはじめとしていろいろな方

のご意見を伺うことが必要だというご意見をいただいております。こちらも同様

に考えておりますので、意見を踏まえて事務局として対応していきたいと考えて

おります。 

 ページをめくっていただきまして 10 ページになります。10 ページでお示しし

ますのは、「放射線ラボの全体構成」についてです。この中央付近に丸がいくつ

か並んである模式図がございますが、この模式図を簡単に説明させていただきま

すと、まず、放射線ラボには「知る」「測る」「身を守る」「除く」という４つの

テーマがあるのですが、その中でも「知る」というのは４つのテーマの中での基

本的な事項になりますので、今回、放射線ラボの構成を「知る」を中心に「測る」

「身を守る」「除く」がぶら下がっているような構成として考えておりまして、

実際の配置についてもそのように今回検討して提案させていただいております。 

 「STEP-1」から「STEP-4」と、この資料に書かれてございますが、まず「STEP-1」

といたしまして、「知る」というテーマの中で、アテンダントの解説をとおして、
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放射線とは何かということを知っていただく。「STEP-2」としまして、展示の中

で「放射線見える化ウォール」という展示がございますが、そちらでの体験です

とか、霧箱の観察で放射線を実感してもらう。次のステップで「測る」「身を守

る」「除く」の各テーマにつながる基本情報を知ってそれぞれの各テーマに向か

う。「STEP-4」として、「測る」「身を守る」「除く」という各コーナーはゲーム性

を持つ展示となっておりまして、また、今回新設いたしましたＱ＆Ａのコーナー

で探求性を向上させるというような構成に今回しております。 

 次、11ページをご覧ください。ここからは各展示テーマ・エリアの具体的な説

明となりますが、まず、この資料自体の構成ですが、左側には前回の検討会でご

検討いただいておりますコーナーごとの訴求内容について書かれています。右側

につきまして、イラストにより基本デザインと各コーナーの展示の手法について

お示ししています。この右側の部分に特に説明のないコーナーがあるのですが、

説明のないコーナーは基本的にはパネルによる展示を考えております。 

 この右側の部分、メーン展示となる導入展示については詳しい説明は記載して

ありません。というのも、導入展示につきましては前回の検討会でご確認いただ

いていますので、今回は資料の中の説明としては省かせてもらっております。 

 右側に掲げているコーナーについて簡単に説明させていただきますが、まず、

イラストの中で楕円形がいくつか重なっている造形物がございます。こちら、「身

の回りの放射線」というタイトルをつけておりますが、放射線に関してはいろい

ろな数値があり、数値の大きさを空間に置き換えて、その大きさを比較し、視覚

によりイメージをしていただくというものになってございます。この中では、身

の回りに存在する放射線に関する情報ですとか、こちらには記載はしてございま

せんが、放射線の人間の身体への影響にかかる数値について、この中で取り上げ

ていきたいと考えております。 

 このイラストの右下にある四角いものが「霧箱」です。霧箱を設置いたします。

資料の右側の方の下ですけれども、こちら、「放射性物質の減衰」ですとか「放

射線の性質」というコーナーになっていますが、こちらはイラストに示しますよ

うに、パネルではないこういった装置を用いた展示を用いることで、子どもたち

に興味を持って学んでいただくというようなことを考えております。 

 こちらのページにつきましてもご意見をいただいておりまして、単なる解説や

展示だけでは興味がなくなってしまうので、光や音といったものを用いて表現で

きればいいのではないか。あと、放射性物質をボーアの原子モデルを使って表現

できる模型があったらよいというようなご意見もいただいております。考え方と

しては、やはり、子どもたちが興味を持って体験して学んでいただくことを目的

としておりますので、ご意見を踏まえて検討していきたいと考えております。 

 続きまして 12 ページをお開きください。先ほどの放射線ラボは「知る」とい

うテーマでしたが、今度は放射線ラボの「測る」というテーマでございます。こ

ちら、「測る」というテーマで、右側のイラストにもありますように、放射線測

定機器の実物を展示として置いたり、食品や水道水を測るというコーナーもござ

いまして、こちらでは、例えば米の全袋検査ですとか水道水の検査の工程という
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のをイラストや写真で解説していくというものです。あと、前回の検討会で、「生

産者の顔が見えるように」というご意見もいただきましたので、食品を測るとい

うところで、生産者の声を併せて取り上げていきたいと考えております。 

 ここでご意見をいただきましたのが、放射線測定機器の中にイメージングプレ

ートによる極微量放射能分布の測定器を導入してはどうかというものです。イメ

ージングプレートによる放射線の存在の視覚化というのは、現在のところ体験研

修室において実施するということを検討してございます。 

 次、13ページをお願いいたします。こちらは放射線ラボの「身を守る」になり

ますが、こちら、コーナーとしては導入展示の他に「外部被ばくの低減三原則」

「内部被ばくの予防」「非常時の対応」ということで、探求展示は３つ用意させ

てもらっていますが、これはいずれもパネルによる展示を考えてございます。 

 14ページをお願いいたします。こちら、放射線ラボの４つ目のテーマ「除く」

になりますが、こちらにつきましては、前回の検討会で、導入展示として除染の

職業を体験するといったコーナーをお示ししたところですが、ご意見を踏まえま

して、廃止してございます。こちらの「除く」というテーマの展示として、「除

染への取組」というのは、例えば住宅の除染ですとか道路の除染、農地や森林の

除染、いろいろな取組が行われておりますが、そういった取組を紹介していくコ

ーナー、それと、除染の進捗ということで、県内の除染の進捗を確認できるよう

なコーナー、そういったものをこちらで導入しています。あとは除染の流れ、除

染で出た廃棄物や除去土壌がどういう経路をたどって処理されるのかというの

もここで伝えたいと考えております。 

 次、15 ページをお願いいたします。15 ページは新規に設置ということで記載

してございますＱ＆Ａコーナーになります。こちら、先ほど申し上げましたが、

前回の検討会でいただいたご意見をもとにＱ＆Ａコーナーと、研究者との交流を

するスペースを設置してございます。 

 まず、Ｑ＆Ａコーナーですが、考え方として２つご用意していまして、クイズ

のＱとクエスチョンのＱになりますが、クイズの方に関しましては、例えば初級、

中級、上級といった３つのレベルを用意してクイズに挑戦してもらうというも

の、クエスチョンの方といたしましては、日常の視点からさまざまな不安・疑問

に対するアンサーというものを検索できるようなコーナーとなってございます。 

 このイラストでいうと奥の方に書かれておりますのが「ミニ講座スペース」と

いうことで用意していますが、こちらで研究者との交流をしていただくというこ

とを考えております。 

 次、16ページをお願いいたします。こちらのページは環境創造ラボになります。

こちら、右側のイラストをご覧いただきたいのですが、中央部分に福島県の形を

したテーブルが描かれてございます。こちら、前回までお示ししていなかったも

のですが、新規のコーナーといたしまして、「再生可能エネルギー導入への取組」

という名前をつけたコーナーになっています。ここでは福島県の再生可能エネル

ギーに関する各地の取組、そういったものをこの福島県の形をしたテーブルに映

像を投影するといったコーナーになっています。循環型社会とページの下の中央
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部分に書かれてございますが、前回の検討会では、「ふくしま環境計算機」とい

うものをお示ししていたところですが、ご意見を踏まえまして、よりゲーム性を

高めた展示に変更してございます。内容といたしましては、ごみがどのようなル

ートで処理されているのかというのをゲーム形式で追う、そういった展示になっ

ています。 

 この環境創造ラボにつきましてもご意見をいただいておりまして、展示が中心

で面白みに欠けるのではないか。例えば、エネルギーを生み出す道具を自ら使用

するということで、具体的に学べる道具があった方がよいというご意見をいただ

いております。こちらについても、繰り返しになりますが、子どもたちが興味を

持って体験して学べるようなものになるように検討していきたいと考えており

ます。なお、太陽光発電で動く装置、そういったものを組み立てる実演につきま

しては、体験研修室において実施することを現在検討しております。 

 環境創造ラボについては以上でして、次のページをお願いいたします。こちら、

「未来へのメッセージ」とタイトルがついていますが、先ほど事務局の方から触

れましたが、子どもたちだけではなくて一般の方もメッセージを残すというコー

ナーになっています。交流棟の展示を振り返ってメッセージを残していただい

て、そのメッセージというのが、このイラストにあるように吹き抜け部分の壁に

投影されるというコーナーになっています。繰り返しになりますが、先に説明さ

せていただいた子どもたちのメッセージというのは学校単位で来館した子ども

たちがメッセージを残すもので、この「未来へのメッセージ」というのは、特に

限定なくどなたでもメッセージを残せるものということになってございます。 

 ここで２つほど皆様からご意見をいただいておりまして、１つ目が、ここにお

きましては、より多様なご意見が寄せられると思われるので、メッセージのスク

リーニングのあり方について事前に関係者間で検討をしておくことが望まれる

という意見をいただいております。こちらでも同様に思いますので、スクリーニ

ングなどの運用方法については、意見を踏まえて検討していきたいと考えており

ます。 

 もう１つのご意見が、こちらのペーパーにありますように、メッセージの多言

語対応と書いてございまして、多言語にどの程度対応するのか、単なるテキスト

入力ではなくて、絵とか自筆も残すというのも面白いのではないかというような

ご意見をいただいております。それに対しましては、メッセージの入力方法につ

いては意見を踏まえて検討していきたいと思っております。多言語対応について

は、ここに限らず展示全般的に考えてございまして、英語表記につきましてはや

らなければならないかなと考えておりますが、それ以外の、例えば中国語、韓国

語などについては、今後、意見を伺いながら検討させていただきたいと考えてお

ります。 

 次、18 ページをお開きください。18 ページは大玉村と猪苗代町の各附属施設

の展示になっています。左側の大玉村附属施設に関しまして、このイラストを見

ていただきたいのですが、剥製標本ですとか野生生物に関する映像に関する展示

となってございます。 
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 右側の猪苗代町附属施設に関しましては、猪苗代湖や裏磐梯湖沼群に関するさ

まざまな情報をこちらで掲示していくことになると考えております。 

 展示の基本デザイン及び手法についての説明は以上になります。 

 ありがとうございました。 

 今日の中心的な課題になるかと思いますけれども、９ページから、全体として

事務局よりご提案がありましたように、「知る」「測る」「身を守る」「除く」とい

う形で、言葉としては非常によくまとまって、全体のコーナーもまとまったので

はないかと思うのですけれども、是非、さらにいいものにするためにご意見をい

ただければと思います。 

 委員から出された意見もございますけれども、併せてご紹介も含めてご発言を

いただければと思いますが、いかがでしょうか。どなたからでも、どうぞお願い

いたします。 

 アテンダントについて、前回の意見を踏まえ、新たに追加していただいて本当

にありがとうございました。これは非常に重要だと思いますし、事務局ご指摘の

ように、今後こういった方をどういうふうに事前に研修をするとか、そういった

ことも含めて今後議論しなければいけないのかなというふうに思っております。 

 「測る」のところ、12ページのところなのですけれども、これは先ほどの自然

放射能、身の回りの放射能のところにも関連するところなのですが、例えば、こ

ういう食事を測る、お米を測るでもいいですし野菜を測るでもいいのですけれど

も、こういったときに、当然ながら、セシウムは検出されなくてもカリウムは必

ず出てくるわけですね。こういった食物を実際に測るとセシウムが出てきません

が、でもカリウムは出てきますよというように、一緒に見せるということをする

と、食事の中には放射性物質は自然でも入っているのだということをきちんと理

解してもらえる。そういった配慮をどこかの部分で入れて、自然の放射性物質は

こういうふうにして測れますよということは入れた方がいいのではないかとい

うふうに思います。 

 いかがでしょう。大変重要なことだと思うのですけれども。ここでは線量計を

並べるみたいな形になっていますけれども、具体的に、例えば使わせて測るとい

うところまでここの展示では考えていないのでしょうか。その辺の区別をしてお

かないといけないのかなと思うのですが。 

 12ページのところの「測る」というところのページでございますけれども、若

干ここにも記載しておりますが、測定器、サーベイメーター等をできるだけ実物

も置きたいと思っております。手に取って操作もできるようにする。当然、測れ

るようになると思うのですけれども、そこに何を置いて何を測るかというところ

がたぶんポイントになってきます。その点については、今のカリウムの話も含め

て、具体的に展示する際にどういう展示をするのか、何を測らせるのか、それで

何を見せるのかというようなところは、これから具体的に検討していきたいと思

っております。 

 また、先ほどから何度か話が出ているのですが、展示室以外の場所で、学習す

る、実習する場所を別に設けてございます。これは一番最後に議論していただく
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ということで用意していたのですが、そういう実習体験プログラムの中にも当然

「測る」ということが入っていますので、そういったところで、食品を測るとか、

さまざまなものを実際に測るということを、そこのコーナーに行った人だけ見る

というよりは、例えば 30人なら 30人、全員に体験してもらうというような体験

コーナーになるかと思いますので、そういった体験コーナーと展示を組み合わせ

ながら、今いただいた意見を実現できればなと思っております。 

 よろしいでしょうか。 

 前の検討会のときにはＮＰＯなども含めて、来て測れるような形のものをセッ

トしておきたいという話がありましたけれども、「測る」という問題は、今、展

示室のところでは関わらないで区別していると理解していいですか。 

 そうですね。展示そのものについては、今説明したようなレベルで考えてござ

いまして、実習のところで、簡易な測定等はするということを考えております。 

 高村先生の話では、ゲルマニウムみたいなものでないとカリウムとセシウムが

区別がつかないので結構大変になると思います。例えば、子どもたちに何か１つ

持ってきてもらって自分で測ってみるというようなことがあると、すごく実感が

わくと思います。けれども、例えば 200人の子どもたちにできるかというと、こ

れは難しい話ですよね。もちろん、家庭などで来たときに測ってもらうというの

は可能かもしれませんけれども。やはり、そういうスペースが必要かなと思いま

すが、実際にそういうことが、この「測る」というところでできるのかどうか。

このことについてはどうですか。 

 申し訳ありません。説明が足りなかったと思うのですが、現時点では、この放

射線ラボの「測る」というところで展示を考えておりますのは、いわゆるサーベ

イメーターレベルのものを考えてございまして、ゲルマニウム検出器をここに置

いて詳細に測って、カリウムその他の放射性物質を検出できるようにするという

のは難しいと思っております。 

 それ以外の、例えば、食品をそのまま測れるようなものとか、だんだん開発も

進んでおりますので、そこについては今後のそういった測定装置の開発状況も踏

まえながら、展示として置けるのか置けないのか、置いた場合にどこまで学習し

ていただけるのか、その辺を、再来年にオープンするまでにいろいろ考えていき

たいと思っております。 

 石田さん、これは具体的にどうですか。例えば、今、カリウムの問題とか、特

に大気中などもそうなのですけれども、自然にある放射能と汚染の問題を科学的

に理解してもらうというのは、非常に重要なこのラボの中心的な課題かなと思う

のですが、そんな意味で、区別して測れるものというのは今は技術的に可能です

か。要するに簡単に測れるもので、何千分も何万分も積分しなくて済むようなも

のというのは可能ですか。 

 ものによると思いますけれども、NaI とかゲルマとかが普通の核種の分析装置

ですよね。ナチュラルでも、先程から話しに上がっているカリウムとか、そうい

うようなものであれば容易に分別はできると思います。だから、どんなものをそ

こに持ってきて測るのかということですよね。あまり変なものを持ってくると、
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そこでもＲＩの使用許可を取らなければいけない話になってしまいますから。 

 結構難しいですね。 

 でも、ゲルマとか NaIで測ってみて、いろいろな物質によって出している放射

線が違うんだなというのを目で見るとか、そういったものを実際子どもたちの前

でやるというのは意味があるのではないでしょうか。 

 ありがとうございます。簡単にというイメージングプレートみたいなものだっ

たらすぐ出るかなというイメージを持っていたのですけれども、それでは核種は

分別できません。 

 いかがでしょう。その他、展示の問題も含めて、かなり科学的なリテラシーを

知っていただくための有用な方策がここにあると思うのです。 

 関連で１点。今のお話の続きになってしまうのですけれども、「測る」のとこ

ろの、今まさに放射線測定器のところにホールボディカウンターの話が出ている

のですが、当然、ホールボディカウンターが展示施設としてあるわけではないの

ですけれども、実は一緒に入居するＪＡＥＡさんの方ではホールボディカウンタ

ーとゲルマを持っていらっしゃいまして、それは常備ということになるのです

か。 

 どちらかというと南相馬の方に車庫をつくって置いておく形で、あとは必要に

応じて県内にホールボディカウンターを持っていって県民の方の内部被ばくを

測ると、そういうことは考えています。 

 わかりました。では、それは置いておきまして、ゲルマの検出器の話ですが、

当然、この展示エリアの方には置かないのですけれども、すぐ隣の本館や研究棟

の方にはたくさん置くようになり、そちらも見学コースの中にも入っておりま

す。場合によっては、そういった中で、実際に測ってデータを見てもらう、これ

は対象者の年代、例えば小学校１年生に見せるのがいいのか中学生がいいのか、

そういう対象にもよると思うのですが、詳細な分析法、分析結果、そういったも

のも見せられる施設になっておりますから、そういうところも含めて考えていき

たいと思います。 

 ありがとうございます。 

 実際に我々が隣の建屋にいていろいろな仕事をしているわけなので、まず、そ

こは見ていただくということは可能なような形で今考えていますけれども、た

だ、実際にお客さんが入ってきたときに、例えば試料を調整して開けて入れると

か、ちょうどそういういいタイミングに合えば、なるほどこういうふうにやって

いるのかとか、あるいは、結果がＣＲＴのところに出てくるようなものが見える

ような状況であれば、廊下側から中を見ていただくということにはなるかもしれ

ませんが、いつもそういうタイミングで、お客さんが来るとは思えないので、そ

ういう意味では、やはり測定は測定という形で非常に大事だと思いますので、何

か１つぐらいは実際の測定器的なものをこちらの展示スペースの方に置いてお

く方が、実際に来た方が、放射線の測定とはこのようなものなのか、あるいは実

際に放射線とはこういうレベルなのだとか、例えば鉛を置くとか何かによって線

量ががたんと下がったり、そういうものが実感できるのではないかと思います。
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あまり強い線源はできないのですけれども、その辺は工夫次第だと思います。 

 よろしいですか。参考にですけれども、よく市民公開セミナーを長崎でやった

り、あるいは学生の講義のイントロ部で必ず僕がやることなのですけれども、そ

れは、塩化カリウムを用意してきて、塩化カリウムは当然カリウムを含みますか

ら、当然、カリウム 40 が検出されるということなのですけれども、それを実際

に当ててみて、そして距離を移動させることによって、距離というものが非常に

重要になってくるということを示して、最後に、まさに先生が言われたように鉛

をかぶせて遮へいすることで減弱するということを実感できる、あるいは音を鳴

らすことで非常に視覚的にも感覚的にもよくわかるということをやっています。 

 おそらく、一番わかりやすいのはそういうふうに、塩化カリウムでも何でもい

いのですけれども、そういったものを使えば、ある程度カリウム、自然の放射性

物質の存在というのを音でも視覚的にでも理解できるのではないかと僕は思っ

ています。 

 田崎さん。 

 今のようなご意見はすごく大事かと思います。子どもさんに限らず、大人

の方も来られると思いますので、講演会などで聞くことはあっても、自分で

体験することは大人でもなかなか機会がありません。交流展示室で体験でき

ると良いと思います。また、例えば、ガラス張りになっていて廊下から中が

見える、あるいはこの時間はこういう内容を実施していますというご案内な

どもあると良いのではないでしょうか。1 日ずっと体験コーナーを開催しな

くても数時間でもよいかと思います。大人の方も、これまで体験したことが

ないと思いますので、子どもも大人も楽しく勉強できることを望みます。 

 ありがとうございました。 

 どちらかというと知るとか説明するのではなくて、自分でわかるように体験で

きるようなところを創造センターの交流棟の目玉にするような方針で、研究者は

研究者の仕事がありますけれども、せっかく研究者がいっぱいいますので、それ

ができる交流棟になるのではないかと。いろいろな研究者のアイディアを生かし

て、なるべく体験型にするような方法が、全国的に新しい環境放射能に関係する

ような交流棟として、１つの目玉になるかな、福島らしさが出るのかなという感

じがします。 

 どうですか。ミニ講座などというところもありますけれども、これは是非検討

してほしいのですが、国環研、ＪＡＥＡさん、県も含めて、研究者がずらりとい

ます。その名前と顔を全部出していただいて、どういう研究をしているのかを示

して、学校やなんかがそれを選べる、この先生に是非この話を聞きたいというよ

うな、そういうことを是非やってほしいなと私は思うのですが。リクエストがで

きるという。 

 そこまでは考えていませんでしたけれども、我々は交流棟に併設しているの

で、やはり、かなりユニークな考えを持っている人もメンバーの中にはいますし、

あるいは子どもに対してわかりやすく説明できる方もいるので、そういう意味で

は輪番制みたいな形で一般の方にいろいろ説明するようなことは考えています。 
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 いかがでしょう、その他。いろいろとアイディアを出していただいた方がいい

と思うのですが。 

 講座スペースはすごくいいと思います。除染のところを思い切って削って、こ

の間申し上げた動線も非常にわかりやすくなって、放射線ラボのところがうまく

まとまって、お互い、「測る」「身を守る」とかというキーワードがお互い関連付

けができてすごくいいのではないかと思いました。 

 今のお話ですね。実際、測定装置を置くという話なのですけれども、やはり高

村先生がおっしゃったように、非常に簡単なものでわかりやすく示せるのがいい

と思うのです。例えば、ちょっと前ですけれども、いわきの話をさせていただく

と、「あそこで測れる」というと、近所のおじいちゃん、おばあちゃんが、いき

なり農作物をどんどん持ち込んでくるようになるので、ただでぱっと測れるとい

う話が広まってしまうと、若干大変なことになることがあるので、こういうのを

きちんと測って、こういうのが示せますよという展示にしてしまうと、逆に展示

にとって不具合が起こることがあるので、本当に簡単にわかるような仕組みをつ

くっていただければいいと思います。 

 それから、放射線とは関係ないところで、今お話を聞いていて気がついたので

すけれども、16ページの環境創造ラボのいちばん右下の「自然との共生」の話な

のですけれども、これはやはり循環型社会とかごみ問題とかと絡んでの共生とい

うコンセプトでしょうか。何でこういうことをお尋ねするかというと、こちらの

展示内容が、人間が動物に対して何かしらのインパクトを与えているという話な

のですね。でも、インパクトを与えているのは人間だけではなくて、実は自然の

方も我々にインパクトを与えます。震災もそうです、豪雨もそうですし、今、山

が荒れているので、これから熊の問題とかいろいろ起こってくると思うのですけ

れども、逆に自然の方から我々に害がある、そういう関係性の中でどうやって共

生の道を探っていくかというのが本当は自然との共生。あくまで我々だけが害を

なすのではなくて、向こうも人間生活にとって害をなしてくるということもある

という認識を小さいお子さんにしていただくのもちょっといいかなと思うんで

すね。 

 なぜかというと、大学生と授業をしていますと、やはり、自然は放っておけば

いいという考え方、自然のままにほったらかしにしておけば大丈夫なのだという

認識があって、でも、決してそうではなくて、お互いの相互作用の上に環境との

共生というのは初めて成立するものなので、ちょっと一方通行の展示なのかなと

いう気がしたのですけれども、ただ、ここのコンセプトがごみ問題に関連して共

生ということであればこれで構わないとは思います。 

 以上です。 

 先生がおっしゃるように、共生はごみだけに関係する問題ではなくて、私など

は地球温暖化の問題とか、災害の問題とか、特に最近起こっている短時間強雨の

分布の問題とか、こういう情報も含めていろいろな情報があるのだろうと思いま

す。だから、映像でやるのだったら、例えば好きなものが選べるように映像をス

トックして、全体で見せるというのがすごく重要だと思います。それから、私は
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「循環型社会」のところにゲームシミュレーションみたいなものを展示してほし

いという要求をして、今回入れていただきましたけれども、例えば自分の生活環

境を入れると、地球の中の温度分布がわかってくるとか、これも完全にシミュレ

ーターで何カ月もシミュレーションするのではなくて、非常に簡単なパラメータ

ーでわかってくるとか、そういうものを入れることによって自分たちの生活を見

直すみたいなことを入れていかないと、ごみ問題だけではなかなか片づかない問

題で、先生がおっしゃるように、自然のインパクトもそうですし、そういうもの

もこれから我々が担いでいかなければならない時代になってきますので、創造と

いう意味では非常に難しいなというふうに思います。たぶんそれは事務局の方も

十分含んだ上で提案されているのだろうと思いますけれども。そういうことでい

いですね。 

 そうですね。どうしても、ごみというものの切り口から今回は展示の方をつく

っているのですけれども、おっしゃるとおり、共生というのは人間からの関与で

自然が破壊されるとか保全されるとかということも、逆の部分も当然ありますの

で、見せ方や内容についてはまた引き続き、今のご意見を伺った上で検討してい

きたいと思います。 

 その他いかがでしょうか。未来へのメッセージなども、多言語で、韓国・中国

語ぐらいはいいのですけれども、タイとかそういう話になってくると、結構いろ

いろな多言語がありますので。ただ、世界の人にやっぱり来てほしいというふう

に思うんですね。原発を持っている国は結構ありますので、そういう国の人たち

が福島の現状を知りたいと来る可能性はありますので、その辺を含めて多言語対

応、おそらくそういう場合にはトランスポーターみたいなものがあってやるのだ

ろうと思うのですけれども。 

 いかがでしょう。今日のメインの 11 ページにある線量の表示の仕方は、こう

いう柱を立体的に使うと非常にアトラクティブだという一方で、これは１回で終

わりではないかと。要するに、１回見たらあとは要らなくなってしまうのではな

いかみたいな感じがあって、この辺の工夫をどう考えたらいいのかなと、私自身

は実はこういう展示の表示でいいのかと思ったのです。この円の大きさが 1,000

ミリシーベルト、2,000 ミリシーベルトというのは体積か何かの関係になってい

るのですか。 

 この展示物の考え方として面積ですね。面積が例えば 200ミリシーベルトがこ

の大きさの面積だったとすると、10ミリシーベルトというのはこのくらい小さく

なりますよと、大きさでイメージしていただくという意味で、こういうような造

作物をつくるということを考えております。 

 前回の検討会のときも最後の方に出たと思うのですけれども、人への影響の話

なのですが、これはどこに書かれるのか全体を見ていてわからないのですけれど

も。11 ページのところなのか、あるいは 13 ページのところなのか。やはり、実

際に測れる線量と、人が受ける被ばく量との関係というのはなかなか難しくて、

昨日も環境省が管轄している形で福島県内４市の中間報告書が出ていました。あ

れで１ミリシーベルトは 0.23マイクロシーベルトとイコールではないよと。0.3
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～0.6 ですよという話がありましたけれども、どのくらいの線量になるとどの程

度の影響になるのかというのはきちんと提示してあげるべきなのではないかと

思うのです。それがどの辺にあるのかがちょっとわからないので教えてくださ

い。 

 よろしくお願いします。 

 石田先生から、前回もその重要性についてはご指摘いただいておりまして、き

ちんと明示しておけばよかったのですけれども、漏れておりました。事務局で考

えておりますのは、11ページ、先ほどの円柱の表現のところ、ここの表示という

のは、円柱があるだけではなくて、その周りにこれに関するパネルとか、映像と

か、そういった解説をするものも当然用意をする予定でございます。そうした中

に人への健康影響についてもきちんと展示をするということで考えてございま

す。その内容については、今おっしゃったとおり、健康影響についての考え方は、

特に除染などについては、国の考え方などが動いている部分もございますから、

これらについては開館までに、どういう状況になるのかを踏まえて、その時に合

ったようなものにしたいと思っておりますし、展示した後も、当然、内容の考え

方が変われば展示も変わるので、その差し替え等もできるように進めていきたい

と思っております。 

 どうぞ。 

 この検討会は幸いにして高村先生がいらっしゃるので、是非先生に意見をどん

どん言っていただいて、やはり安心できるものは安心していいし、これはちょっ

と気をつけなければいけないよという、肌感覚で放射線の量によって人への影響

がどうなのかということは、一般の方も知っていただかないと。非常に低い線量

を心配して、北海道まで、あるいは沖縄まで逃げてしまったとか、そんな話も聞

きますので、それはちょっとおかしいのではないのかなと。正しい情報をこうい

う交流棟のようなところが提供できるような、そういう情報源であれば幸いかな

と思います。 

 高村先生、どうぞ。 

 この前も少し申し上げたと思うのですけれども、これは今後検討していくこと

だと思いますけれども、360 度シアターがあると思います。そこで、そういった

ものを映像でまとめるようなことができれば、僕はいいのではないかと思ってい

ます。つまり、今言われたように、例えば医療被ばくによるレベルというのはこ

のくらいで、それには診断もあればすごく高い線量での治療もあるといったよう

なこと。がんのリスクが上がるというようなレベルはこのくらいといったこと。

そういったものを動画で見られればいいと思います。実際に検査をしているとこ

ろ、実際の病院の画像でもいいわけですけれども、そういったものを見ながら自

然と理解できるような仕組みが何かできないかなというふうには思っています。

また、これは相談していければと思います。 

 高村先生。実際に例えば医学部なんかで、人体模型みたいなもので放射線の影

響が違ってくるというような、そういうものを例えば模型を置いて知らせるとい

うのはどうですか。 
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 人体模型ですか。 

 人体模型みたいな模型をどんと置いておいて、それぞれの臓器によって、放射

線の影響が違うということを知らせる。なるべくリアルなものの方がいいかな

と。もちろん、気持ちが悪いようなものでは困るのですけれども。 

 これは非常に見せ方が難しいと思うのですけれども、それは線量の考え方、等

価線量と実効線量の考え方になってくるので、説明を丁寧にする必要があると思

いますけれども、それは確かに面白いと思います。 

 要するに、被ばく線量の大きさだけが絵になっているというところにすごく私

は違和感があるというか、もったいないというか、先ほど石田さんのお話にあっ

たような形での表示がすごく大切なのかなと思いました。 

 その他にいかがでしょう。どうですか、佐久間先生。子どもたちにとっては、

科学的なところでは「知る」とか「測る」とか、非常に難しい問題になってくる

ので、小学校１年生、２年生とか、３年生、４年生、５年生、６年生という学習

レベルで、子どもたちにどういうふうに教えたらいいか。展示するのも非常に大

変な問題だと思っているのですけれども、この辺で先生からご意見があればと思

います。 

 これからの福島の子どもたちが放射線に向き合って生きていく上での本当に

大きな役割を果たしてくれる施設だと思うのですが、基本ターゲットは５年生と

いう話があります。この子どもたちがわかれば大人はだいたいわかるわけです。

小学生がわかるレベルにある程度落とし込んでいただければ、大人も抵抗なく学

べると思います。 

 事故から４年目を迎えたが風評が出れば、また呼び覚まされる。「プレイボー

イ」に福島市内のプールのことが載っていたが、そういうものに揺らがない情報

をここで学べるということにしていかないと、せっかく積み上げてきたものが崩

れてしまう。先程話をしたレベルをいかにわかるようにするかということは、私

もさっき聞いていてよくわからなかったということもあるので、配慮していただ

ければと思いました。 

 もう１つ、附属施設との関連について、環境創造の部分での附属施設という意

味合いなのですか。子どもを連れていくなら、大玉村も行けると思っているが、

その関連はどうなっていますか。 

 附属施設についてのご質問で、おっしゃるとおり環境創造と関連して、環境に

ついて非常に重要な猪苗代湖であったり、それから野生生物であったり、そうい

った観点から附属施設を設置するということで今進めております。 

 当然、放射線に関連する部分の展示もありますし、それ以外の一般的な、野生

生物であれば、その保護であったり、猪苗代湖であれば水質の保全であったり、

こういった情報も併せて展示をするということで今進めているところでござい

ます。 

 よろしいでしょうか。 

 その他いかがでしょうか。これはメーンの施設のいちばん重要なところかと思

うのですけれども、「展示の基本的デザイン及び手法について」ということでご
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意見があればいただきたいと思いますけれども。 

 除染のところで、体験がなくなったというのは、それはそれでいいのですけれ

ども、今の状況ということについては、前のところで、線量分布などを含めて除

染の効果がどんなふうに出ているかということを展示し、ここで改めて除染の取

組という形でデータを出すということになりますが、私としては前のところに置

いておいてほしいという感じが実はするんですね。現状はどうなっているか、除

染のあり方についても、例えば、これからどの程度進むのかよくわかりませんけ

れども、仮置き場の問題とか中間貯蔵庫の問題とか、そういうことがどんどん進

んでいきますので、それが今どんなふうになっているかというのを表現する、あ

るいはそれを知りたいという場合には、やはり「いまを知る」ところにきちんと

位置づけておくということが大切なのかなという気がします。ここで「除く」と

いう話になってくると、高村先生がおっしゃったように、遮へい効果などによっ

て、除くことが健康被害を防ぐのに重要なのだということをわからせるというこ

とも重要なのですけれども、改めて映像やなんかでここで除染の問題を考えると

いうことは、その辺のところの現実的な対応の問題と、ここで「除く」という問

題というのは区別しておく必要があるのかなと思いました。 

 それから、16ページの福島県への投影、創造させるという意味で再生可能エネ

ルギーというのは、原発に替わるエネルギーとしてどういうふうに共生していく

のかということになれば、それが１つの方向性だと思うのですけれども、あまり

再生可能エネルギーだけを福島県の上に投影することに何の意味があるのかな

と思える部分もありますので、福島県のマップの使い方を、単に再生可能エネル

ギーだけではなくて、例えば、私はこういうところに希少種の問題とか、どんな

ふうに生物がなくなっていくのか、あるのかとか、そういうことに我々の生活が

どんなにかかわっているのかとか、そういう情報源も載せていただくと、いろい

ろな意味で使いやすいのかなと思いました。そんなことが気がついたところで

す。 

 その他何かございませんでしょうか。飯村先生、何かここの部分でご発言いた

だければと思うのですが。 

 佐久間校長先生からあったご意見と私も同様のものと考えていたのは、体験す

る放射線ラボの内容が難しくないかということです。私もなかなか理解できない

ことがあって、小学生は大丈夫かなと。これのコンセプトは小学生にもわかりや

すく、ですよね。そこを離れ、学術的・専門的になってしまうほど小学生の理解

は離れると思います。だから、この辺をどういうふうにすり合わせていくかとい

うのは本当に大事なことで、いちばん重要なところが小学生に理解されないとい

うのは目的から離れてしまうと思います。ただ、あまりにも簡単すぎても内容が

十分に伝わっていかないし、そういうところで、意見を言うか言うまいかと思っ

ていたところであります。 

 ありがとうございました。無理やり強制しているわけではないのですが、やは

りいろいろなアイディアを言っていただかないと突っ走ったりしてしまうとこ

ろもありますので、是非ご意見をお願いします。ありがとうございました。 
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 アテンダーがどういう役割をするのか、あるいは年齢に応じてどういうふうに

アテンダーを使って説明していくのかというところが課題になってきます。教育

体制や人材確保が非常に重要になってくると思うんですね。ですから、コースを

選択をして、小学生１年生、２年生だったらこことここを回ってこういうふうに

説明すればいいというのがわかってくれば対応できる。そのためには、科学的で

なおかつ多様でないといけないということで、その意味からいろいろなことをお

願いしているという面があります。小学生がわかれば普通の一般の人にもわかる

というのはこれもう本当にそのとおりだと思いますので、少なくとも小学５年生

くらいがちゃんとわかるくらいのものになればいいなというふうに思います。 

 そういう内容を固める前に、どこかの小学生のグループかなんかで少し確認し

てみるということができるのでしょうか。５人、10 人とか 20 人とか、それくら

いのグループで。こんなことで展示を考えているのだけれども、君たちはどう思

う？ というような感じでやったらいろいろな意見が出てくるのではないかと

思うんですね。でき上がってしまってからああだこうだ言うのは大変なことなの

で、そういう試験的な試みはやられたらいかがでしょうか。 

 どうでしょうか。可能性はありますでしょうか。 

 これからまだ時間がございますので、先生方ともご相談しながら進めたいと思

います。すべての人に展示しているものを理解していただくのが理想ではありま

すけれども、そこは当然難しい部分もございます。今日の資料では説明から省い

てしまっているのですが、導入展示という部分と、探求展示という２つに分けて

つくっておりまして、始めに「見える化ウォール」などの導入展示に行けばおお

まかなところが理解できるようにする。そこからさらに深く内容を知るというこ

とでの探求展示に行ってもらう。そこは、今日、主に説明した部分で、そこを小

学校５年生には全部見ていただいて理解していただきたいなと思います。また、

今のお話のように、事前にある程度、小学生のご意見を聞くとかそういったこと

も、これからできるかどうか先生方とも相談しながら進めていきたいと思ってお

ります。 

 ありがとうございました。 

 その他いかがでしょうか。後で見ていただいて、もし追加でこういうことがあ

るということであれば、事務局の方にお願いをするということで、次に進んでよ

ろしいでしょうか。 

 それでは、今日最後の議題ですけれども、「交流棟の運営プログラムについて」

ということでご提案をお願いいたします。 

 では、事務局から説明させていただきます。「交流棟の運営プログラムについ

て」ということで、前回の検討会で皆様方から交流棟の運営プログラムに関する

ご意見を多数いただいておりますので、現時点で事務局として考えていることを

お示ししたいと思います。 

 20ページを開いていただきたいのですが、こちらには学校などの団体での来館

になった場合の利用の流れということで、動線図ですとかタイムテーブル、あと

は 200名を超えるような団体があった場合のタイムテーブルの案としてお示しし
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てございます。 

 こちらで事前のご意見を２ついただいておりまして、まず１つ目が、今回ここ

のペーパーで、利用者の動きですとかタイムテーブルについてお示ししています

が、実際に運用が始まってから適宜見直しを行うべきだというご意見と、あとも

う１つが、子どもたちの発達段階の対応というのを検討する必要があるのではな

いかという２つのご意見をいただいております。事務局といたしましても、同じ

ように必要性を感じていますので、意見を参考に今後対応していきたいと考えて

おります。 

 続きまして、次のページ 21 ページに進ませていただきます。21 ページにお示

ししていますのは、先ほど事務局の方からも少し話がありましたが体験研修室と

いう部屋を用意してございまして、そこで実習するプログラムの例としてこちら

に掲げさせてもらっております。こちらに書かれておりますのは実際に行われて

いるプログラムを参考までに列挙しているものでございまして、この内容につき

ましては、今後、教育庁さんですとか専門家の方のご指導を仰ぎながら検討させ

ていただきたいと考えております。 

 こちらのプログラムに関しまして１点、事前にご意見をいただいておりまし

て、プログラムについては小学生・児童が感想として、もっとやりたかっただと

かもう少し学びたかったというような感想が持てるようなものでなければ、リピ

ーターとしての再びの訪問というのがなくなってしまうので、小学生が満足して

学べるようなものを検討してほしいというご意見でした。こちらは教育庁さんで

すとか専門家のご指導を仰ぎながら、今後、具体的なプログラムについて検討し

ていきたいと考えております。 

 資料についての説明は以上になりますが、最後に事前にいただいたご意見とし

て、全般的なものを２つほどいただいております。 

 １つが、今回お示ししているものが、現時点での現状の想定を踏まえた内容と

なっておりまして、交流棟の開館後にいろいろと状況の変化というのもあるの

で、そういったものに対応できるような展示物のつくり込みをお願いしたいとい

うご意見でした。事務局といたしましては、そういったものに対応できるような

展示内容としていきたいと考えております。 

 もう１つ、ご意見として、アテンダントの養成が重要に思いますというご意見

をいただいております。事務局としてもそのように考えておりまして、アテンダ

ントの養成については、現在、交流棟の運営プログラムを検討しているところで、

その中に組み入れて対応したいと考えております。 

 事務局からの説明は以上になります。 

 ありがとうございました。今日の最後の議題でありますけれども、20 ページ・

21ページに関係しているご意見がありましたらお願いしたいと思います。いかが

でしょうか。 

 ちょっと外れるかもしれないのですけれども、大人向けの体験プログラムも是

非充実させていただければと思います。なぜかと申しますと、私の大学でも教員

免許更新講習をやりまして、環境エネルギーの担当なのですけれども、事前のア

- 24 - 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

座  長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

座  長 

 

岩田委員 

飯村委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ンケートで受講予定者の方から、いまだにやっぱりシーベルトとベクレルの違い

がわからないとかというようなご意見もあるので、例えば、県の新任教員の講習

とか、それこそ教員免許更新講習とかの場としても、こういうところが活用でき

ると非常にいいかと思いますので、できればそういうプログラムを充実させてい

ただきたいと思ったのが１つです。 

 あと、全体の話なのですけれども、何か具体的な提言というのはしないのです

か。例えば、たぶん親御さんとか具体的なことが知りたいと思うのです。こうい

うときはどうしたらいいのかとか、例えば野菜はよく洗って食べれば大丈夫と

か、こうこうこうだったら大丈夫だけれども、これだったら近寄らない方がいい

とか、そういうような具体的な提言とかというのはこの展示の中ではやらないで

すか。ちょっと難しいとは思うのですけれでも、おそらく一般の方はそこがいち

ばん知りたくて、そういうところがないと展示をぐるっと一周して、結局何だっ

たのだろうというふうになる可能性もあるかと思うんですね。ご検討いただけれ

ばというふうに思います。 

 以上です。 

 ありがとうございました。いかがでしょう、大変重要なことだとは思うのです

が。 

 全体を通してさまざまな疑問を持ったり、常日頃から思っている心配事とかそ

ういったことを相談や質問ができるようなところがあるといいのではないのか

ということかと思います。 

 先ほどＱＡのコーナーを設けて、そこには専門家がいてミニ講座もやると説明

しましたが、そういう場で対応できることには対応しますし、また、今お話があ

ったのは、全体を通して見て終わった後で、やっぱりこのことついてどうしても

聞きたいといったときに、どこへ行けばいいのかということかと思いますので、

それは新たな話として検討したいと思います。それは展示エリアの中で対応する

ということにするのか、交流棟としてそういうものを別途設けた方がいいのか、

さまざまな対応の仕方もありますので、宿題として考えてみたいと思います。 

 いまさらですが、学校の先生の初任者研修はこれを必ず使わないといけないで

すよね。 

 是非、そうした方がいいと思います。 

 ご提案をありがとうございます。是非検討していきたいと思います。 

 放射線教育について、今実施しており、指導者養成の講座を開いています。そ

の受講者たちが各地区へ行って教職員の研修をし、できるだけ放射線についての

知見を多くの教員が得られるようにということで今取り組んでおります。実際に

こういう場で研修することで教職員一人一人の専門性というのは高まると思い

ますので、是非初任研の場として使えるように、これは教育センターが考えると

ころでありますが、今後きちんと助言をしていきたいと思います。 

 もう１点は、このプログラム案については、各学校でやっている放射線の授業

の補完をする場として非常に役立つかなという思いで見させていただきました。

ですから、各学校からの要望にある程度応えられるようなプログラムが用意され
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ていると、なお利用の価値があがると思います。 

 以上です。 

 ありがとうございました。是非教育庁の方を通じても、どんなプログラムがあ

るのかということを集約していただきたいと思います。 

 それから、私にかかわった部分なのですが、体験プログラム案の中に 10 番が

ありますけれども、これは石田さんも含めてお願いしたいのですけれども、いろ

いろな拡散モデルがあるのですが、原発事故のものはだいたい確定していますの

で、そういうモデルを借用して展示をしたらいいと思います。ボタンやスイッチ

を１つ押せば、初期にどのように拡散したかということがわかりますので、専門

家のやる講演もいいのですけれども、そういうプログラムを研究者から借用すれ

ば済む話だと思います。たぶん展示業者は嫌がるのですけれども、これは別にそ

んなに難しいことではありませんので、そういうふうに科学者の力を借りるとい

うのが必要だと思いますね。 

 拡散の仕方によれば大気中の放射線が２桁３桁違うというのは見てわかるわ

けですね。すごく大切なことだと思うのです。同じ量が出ても、拡散してしまう

とこのぐらい違うのだ、大気中でこのくらい広がるのだというのが見えますの

で、ご相談いただければいくらでも乗ります。そういうことを使ってやっていた

だくと、そんなに難しいことなく小学５年生でもわかるのではないかと思います

ので、この中に入れていただきたいなと私は思いました。 

 いかがでしょう、その他。高村先生、どうぞ。 

 これは質問とかコメントではないのですけれども、体験プログラムの４番です

か、「放射線早見メジャーを作ろう」というのがあります。実は私たちは今、川

内村でサテライトオフィスをつくっていますけれども、毎年、小学校６年生に対

してうちの教育学部の学生が授業をするということを去年からやっています。今

年も２回目が終わりましたけれども、このとき必ずこの 10 メートルメジャーを

出すのです。そうすると確かに非常に理解しやすい。線量の理解がこれが一発で

見えて非常によくわかるというのがあって効果的なんですね。 

 先ほど石田委員とのお話にもありましたけれども、そういった健康影響につい

て、私は動画で映像として見せたいという話をしました。それはまさにこのメジ

ャーを映像化すること。このメジャーを映像化することで健康影響について理解

していただけるのではないか。あるいは身の回りのものの線量、あるいは検査の

線量、治療線量というのを、メジャーの映像化で理解できるようにしたいという

のが私の先ほどの話です。これも今後相談しながらやりたいと思います。 

 ありがとうございました。 

 すごく細かいことで申し訳ないのですけれども、小学生が来て、多目的研修室

で説明を聞いてから回ると思うのですけれども、子どもさんたちは手荷物とかリ

ュックとかそういうのを持っていく可能性があるんですよね。そうすると、これ

を全部持ったまま見学をするのか、あるいはそういったものを置くスペースがあ

るのか。また、お昼をまたぐ場合は持ってきたお弁当をどこかで食べるスペース

があるのかとか、一般の方がそういったことに利用できる、ちょっと飲んだりす
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るようなことができる所、あるいはコインロッカーなどはどうなっているのか、

あるいはベビーカーで来た方たちは、ベビーカーごと中を回っていいのかとか、

実際にイメージしていくとその辺が出てくるかなというのがあったので、答えら

れる範囲で構いませんので、よろしくお願いします。 

 どうぞ。併せて、例えば犬とかそういうものを連れてきたときに入れるのかと

か、いろいろあるかと思います。 

 それでは、最初にその動線といいますか、入ってからの動きの説明が足りなか

ったと思いますので、20ページを使って簡単に説明をしたいと思います。 

 20ページのいちばん最初に「団体利用の動線図」と書いてありますが、これが

小学生や中学生がクラス単位なり学校単位で来たときの動きになります。１階の

エントランスロビーから入ってまいりまして、入ってすぐに階段がございますの

で、そこから２階の大会議室の方にいったん全員入っていただきます。ここは、

例えばリュックであるとか、見るときに要らないものを置いていけるようなスペ

ースになります。最後にまたここに戻ってきて、場合によってはここでお弁当を

食べるとか、そういう休憩所的なスペースとして、この大会議室は使う予定にし

ております。 

 ２階の大会議室にいったん入っていただいて、荷物を降ろすなどをして、その

後は２階からホールの方に入っていただきまして、ホールで全体のガイダンス、

オリエンテーションをします。先ほどの注意事項であるとか、どういった順番で

見るとかいったことをここでご説明して、それから、ホールが左から右側に向か

って階段形式のホールになっており、右側の方から出ます。右側を出ますとまた

１階に出てきますので、そのまま③から④ということで展示室に入るという流れ

になります。展示室からは環境創造シアターを経由して、また２階に戻って体験

研修室で体験研修プログラムを行った上で、大会議室に戻ってくるという流れに

なります。最後はまた大会議室から１階に降りてお帰りいただくというような全

体の流れになっております。また、自動販売機や売店、そういったものについて

は、現時点で考えておりますのは１階のエントランスから入ったいちばん奥、赤

い番号の③の右側のあたりのスペースに売店を予定しておりまして、ここで簡単

な飲み物などをご購入できるようになります。また、車いすとかベビーカーとか、

こういったものにもできるだけ対応できるような全体の造り、例えば専用のエレ

ベーターも設けてございますし、建物の構造としては対応できる造りにはしてお

りますが、ただ、いろいろな展示物を構成していく中で、やっぱりそういった方々

も無理なく回れるようなものに注意してつくっていきたいと思っております。 

 よろしいでしょうか。 

 そうしますと、例えば、車いすやベビーカーを持った方が環境創造シアターに

行くには、どこかにエレベーターがあるということになりますでしょうか。 

 どうぞ。 

 この図でいうと２階の⑧と書いてある部分がエレベーターになっておりまし

て、ここを車いす等の方は利用できます。 

 よろしいでしょうか。 
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 わかりました。そうすると、⑧から出てぐるっと回って⑦に来てシアターを通

って出るという形になりますか。 

 ⑧から⑦の方に直接行けます。⑧のエレベーターの出入り口が上と下の両方出

入り口になっていますので、下から出て⑦の方に移動してシアターは見ていただ

くことになります。動線としては普通の人よりは長くなってしまいますけれど

も。 

 ありがとうございます。 

 その他いかがでしょうか。 

 この辺のプログラム案やなんかについては今後もまた意見聴取はできますね。

そんなことでこれから、もちろん動きながら集めるということもあるかと思いま

すけれども、是非検討委員会の中でも今後この辺についてはいろいろな形で集め

ていきたいと思います。 

 いかがでしょう。もしなければ、予定の時間が過ぎておりますので、この辺で

本日の審議は終わりにしたいと思いますが、何か皆さんの方から全体にわたって

で結構ですが、何かございますでしょうか。――もしなければ、事務局の方であ

ればお願いします。 

 本日は大変貴重な意見をたくさんいただきましてありがとうございます。いた

だいたご意見につきましては、事務局の方で十二分に検討させていただきまし

て、次回に示します素案の中でできるだけ反映してまいりたいというふうに考え

ております。 

 今後のスケジュールでございますが、次回第３回目になりますが、３回目の検

討会は、９月の上旬に予定しております。その９月上旬の検討会の中で、前回と

今回の検討会の中でたくさんいただきましたご意見を踏まえて、全体像、アウト

ラインを示したいというふうに考えております。だいたい、おおまかな全体像と

いうのは次回の検討会のときに示すことができるのではないかなというふうに

考えております。 

 なお、次回の検討会の中でもいろいろ貴重なご意見をいただくと思いますが、

重要な検討、方向性とか考え方とかそういうものについては、次回の検討会の中

である程度方向性を決めていきたいと考えております。 

 それ以降でございますが、来年１月予定で第４回目の検討会を考えておりま

す。それで最終的に決めると考えておりますが、第３回の中で詳細部分、文言と

か、見せ方とか、展示内容のちょっとした修正等、そういうものにつきましては、

検討会を開催せずに各委員様と個別に相談させていただいて詰めていきたいと

考えております。 

 検討会の検討状況につきましては、第１回目からそうなのですが、透明性を高

める必要があるということで、会議をフルオープンで開催しております。さらに、

検討結果について県のホームページ上で公開しております。貴重な意見を申し述

べたいという方がたくさんいらっしゃるかと思い、一般の方々から広くご意見を

伺う必要もございますので、今回のものも含めてホームページ上で意見を伺うと

いうことで進めていきたいと考えております。環境創造センターの中で、特に交
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流棟については大変注目度が高くて、福島の現在、さらには今後を理解する環境

学習の場として重要であると認識しておりますので、大変ではございますが、検

討会の委員の皆様におかれましても、今後ともよろしくお願いしたいというふう

に思っております。本日は大変お忙しい中ありがとうございました。 

 ありがとうございました。ということで事務局のごあいさつがありましたの

で、本日の会議はこれで終了したいと思います。次回、９月上旬ということにな

りますので、スケジュールを合わせていただきたいと思いますし、その他事務局

から個別にいろいろなお問い合わせがあろうかと思うのですが、先ほど次長さん

からありましたように、本当にこの交流施設というのは、これからの福島を支え

るだけではなく、おそらく環境放射能については最先端の教育施設になると思い

ますし、そうしていかなければならないと思いますので、是非有意義なご議論を

続けていただければと思います。 

 それでは、本日はこれで終了したいと思います。本日はありがとうございまし

た。 

 

――閉  会―― 

 以上をもちまして、本日の検討会を終了させていただきます。長時間ご検討い

ただきありがとうございました。 

 

（以 上） 
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