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全体ゾーニング図

１ 全体ゾーニングについて

環境創造ラボ

３．体験する

１．知る

フロム3.11スクエア

２．体験する

放射線ラボ

４．未来を描く

環境創造シアター

１−２
ふくしまの環境のいま
（環境回復関連）

１−１ ふくしまの３．１１から

２−１ 知る

２−２ 測る

２−３ 身を守る

２−４ 除く

バック
ヤード

１−２
ふくしまの環境のいま
（環境創造関連）

３−１ ふくしまの環境創造に向けて

Q&Aコーナー

■刷新のポイント

○展示全体の導入エリア「福島モニタリングスクエア」の名称を「フロム
3.11スクエア」に変更。

○「1-1 ふくしまの3.11から」を映像を重視した空間に変更し、また、小
学校などの団体対応などにも配慮した空間配置を検討。

○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。

○「放射線ラボ」内にQ&Aコーナを新設。放射線学習の振り返りのほか、
本館・研究棟の研究者によるミニ講座なども実施。
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放射線の数値

放射線の種類
放射線の性質

放射性物質
の減衰

放射線測定機器

食品を測る

内部ひばくの予防
外部ひばくの低減三原則

身の回りの放射性物質の様子
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の単位
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ふくしまの環境創造への取組

再生可能エネルギーの必要性

放射線・放射能の歴史
放射線の利用

原子力に
関する事故
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クロック

02

ふくしまの歩み トピック＆年表

除染の進捗

【参考】 検討会で提示した全体ゾーニング図



２ 導入展示の見直しについて

※ 放射線ラボ「除く」における導入展示の見直しについては、「３ 展示の基本デザイン及び手法」14ページに記載



フロム3.11 ふくしまの歩みシアター

○3.11からの歩みを「事故」、「原子力災害」、「回復・復興へ」の観点からトピックとな
る事項をステージ型アクリルケース内で紹介。

（案）
事故・・・・・第一原発1号機建屋水素爆発の模型
原子力災害・・・・・避難所の様子を語る写真や県民の日記
回復・復興へ・・・・・農水産品など、ようやく出荷できたものと

それを語る写真・新聞記事など
○トピックは詳細な情報を記す「年表」に関係する内容とする。
○「事故」、「原子力災害」、「回復復興へ」に関する県民の言葉を天井吊りの造形

物に掲示。
○年表壁はシステムウォールを導入し容易に追加・更新できる仕様。

フロム3.11スクエア ①ふくしまの3.11から 04
２ 導入展示の見直しについて

■展示の概要■ねらい

ふくしまの「3.11」から1-1

1 “知る” フロム3.11スクエア

3.11からの原子力発電所の事故の経過を伝える。
そして、「福島は原子力に依存しない」という福島県の強い意思を
メッセージするとともに、事故から回復への歩みの記録を後世に
伝える。

■各展示の訴求内容と平面計画

○福島の3.11からの歩みを「事故」、「原子力災害」、「回復・復
興へ」の観点から振り返る壁面大型映像。
（ストーリーイメージは次ページのとおり）

○最後に、福島県が「原子力に依存しない」ことを表明し、次コー
ナー「ふくしまの環境のいま」に誘う。

○左壁面にはふくしまの歩みを伝える新聞記事を拡大し展示。

ふくしまの歩み トピックス＆年表

■刷新のポイント

１．「3.11」からの経過を詳細に伝える大型映像による演出。
２．ふくしまの未来へつながる「ロード（道）」性はそのままに、団体

来訪の大人数でも観覧できる空間構成。
３．「シアター」で伝える概要と、「年表」で伝える詳細を、空間の

中で明確化。

Keyplan

フロム3.11 ふくしまの歩みシアター
旧「ふくしま環境創造新聞」

3.11からの事故の経過や環境回復・創
造への取組を伝える。福島県がどんな
状況に陥ったのか、そして「原子力に依
存しない福島」の実現の必要性を伝える。

3.11から環境回復への歩みロード

事故に関する3.11からの福島県の「情
景」、「県民の声」を伝える。

ふくしまの歩み トピックス＆年表

3.11から現在までの主なできごとを時系
列に伝える。

旧「3.11からの年表」

3.11から環境回復への歩みロード

○団体人数の受け入れの観点から前回のゲート方式を
見直し。

○床の張り分けと天井演出により視覚的な奥行き感を演
出して未来につながるイメージを創出。
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地震発生
日本観測史上最大の地震・津波

避難生活
見えないものとの闘い

復旧・復興、再生・創造へ向けて
行政・民間・個人の取組

事故と避難
原子力災害の始まり

フロム3.11スクエア ①ふくしまの3.11から 05
２ 導入展示の見直しについて

■映像ストーリー イメージ

ふくしまの3.11から
導入展示大型映像

「フロム3.11ふくしまの歩みシアター」

1 2 3 4
2011年3月11日に発生した未曾有の大地震「東北地
方太平洋沖地震」。その日を境に福島に暮らす人々の
生活が大きく変わりました。3月11日に何が起こったの
か。もう一度原点に立ち返るところから本映像はスタート
します。

大地震をきっかけとして発生した原発事故。東北・北関
東を中心に拡散した放射性物質。正確な情報が伝わり
にくい中、福島の人々の見えないものへの不安との闘い
が始まります。避難を余儀なくされる人々、無人となり
様変わりした街の様子を通して、原発事故が県民に与
えた影響を伝えます。

事故後、一変した県民の生活。慣れない避難所や仮
設住宅での生活による疲労。放射性物質の拡散による
健康不安や先の見えない生活へのいらだち。福島に住
む人々が感じる不安や疑問などを取り上げ、その想いを
伝えます。

原子力災害で深刻な被害を受けた福島県として、「原
子力に依存しないふくしま」という強い意志をメッセージ
として発信するとともに、除染による環境回復、他県や
海外からの支援の様子などを紹介し、復旧・復興、再
生・創造へと向かう福島の姿を伝えます。

<とりあげる項目（検討中）>

一変した生活
・避難所の様子
・慣れない避難生活による疲労
・深い悲しみや喪失感
・避難所からの再避難
・学校へ行けない、外で遊べない子どもたち
・防護服を着て一時帰宅
・残ることを選択した人々

生産者の視点
・収穫されない農作物、捨てられる牛乳
・検査目的で刈り取られる稲

<とりあげる項目（検討中）>

地震発生
・3.11直前の福島の姿
・2011年3月11日 14:46
東北地方太平洋沖地震発生

・押し寄せる津波

地震の規模・被害
・地震の規模・震源・範囲などの情報
・地震被害（様々な場所の揺れ、家屋を飲み込む津波、
地割れの様子など）

・各紙新聞報道

<とりあげる項目（検討中）>

原発事故発生
・2011年3月12日 15:36
1号機建屋水素爆発（資料映像など）

半径20キロ圏内避難指示
・避難で連なる車、空き家や閑散とした街
・スクリーニング検査を受ける様子

放射性物質の拡散
・2011年3月14日11:01
3号機建屋水素爆発

・「SPEEDI」により予測された放射性物質の拡散被害を
表すマップデータ

<とりあげる項目（検討中）>

福島のメッセージ
・福島県の意思「原子力に依存しないふくしまへ」

復旧・復興への取組
・放射線量のモニタリング
・民間やNPO、ボランティアによる活動
・他県や海外との復興を目指した取組

再生・創造への取組
・再生可能エネルギーの導入拡大
・拠点施設の整備

回復・復興へ原子力災害事故

ふくしまの「3.11」から フロム3.11ふくしまの歩みシアター1-1

1 “知る” フロム3.11スクエア



フロム3.11スクエア ②ふくしまの環境のいま 06
２ 導入展示の見直しについて

■ねらい

1-2

1 “知る” フロム3.11スクエア

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。

■刷新のポイント

１．環境回復、環境創造に関するさまざまな数値をテーマごとに切り取っ
た「フレーム（額縁）」の中に展示化。

２．来館者は「フレーム」を覗くことでふくしまの今を知ることができる。
３．「フレーム」の中には単位の意味や過去（放射線・環境回復関連

の数値であれば事故直後）の数値との比較を掲示。
４．フレームとすることで最新の様子を示す写真や動画を展示する

ことも可能。

Keyplan

○数値を象徴するモチーフ造形に
より数値だけでは堅苦しくなりがち
な空間にアクセントをつける。

ふくしまの環境のいま

ふくしまの環境のいま

環境回復・環境創造クロック ※旧「3.11クロック」

【展示する数値（案）】

○環境回復（放射線）関連

○環境創造関連

○その他数値

三春（当地）の空間線量・第一原発のリアルタイム映像・避難者数・全袋検査の実
施率・牛乳、果樹の放射線量・除染（住宅）完了件数
ごみの排出量・低公害車両数・絶滅危惧種数・県内平均気温・再生可能エネル
ギー自給率
環境回復・環境創造クロック・県内人口・観光客数・産業

・・・・

・・・・

・・・・

■各展示の訴求内容と平面計画

環境回復・環境創造クロック

「ふくしまの環境のいま」を表現する数値の
ひとつ。3.11からの時間の経過が、ふくしま
の環境回復・環境創造の時間と同じである
ことを感じてもらう。

旧「3.11クロック」

【新】 子どもたちのメッセージ

来館する県内の小学校児童などが綴るふ
くしまの環境のいまと未来へのメッセージ。
次世代のふくしまを担う県内の子どもたち
が未来のふくしまへの想いを綴る。

※前回検討会での「小学生の再訪」
や「未来につなげる」などのご意見
をもとに検討。

※詳細は次ページ

■展示の概要

○2011年３月11日14：46（仮）からのリアルタイムな経過時間を表示。
○時間に触れると2011年３月11日14：46（仮） からの経過時間が表示される。

その時間が“ふくしまの環境回復・創造へ向けての歩みを始めてからの時間”
であることを伝える。

○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提示。
○原子力発電所のリアルタイム映像や廃炉の進捗状況を掲示。
※ 前回検討会での「廃炉に関する内容の展示を」のご意見をもとに検討しました。

○放射線関係などについては、事故直後の数値からの変化を比較として提示することで、ふくしまの環境回復・環境創
造を実感してもらう展示とし、来館者の安心につなげる展示を目指す。

○数値の更新については基本リアルタイムで行い、数値の内容によって手動による月・年ごとの更新を行う。

【フレームユニットの基本構成】

※今後の課題
来館者、特に子どもたちが興味を
持って数字を探したり発見したりで
きる「仕掛けづくり」

モニター
※数値の内容により設置

しない場合あり

数値に関する
モチーフ造形

数値

解説および比較

デザイン展開例



フロム3.11スクエア ②ふくしまの環境のいま 07
２ 導入展示の見直しについて

ふくしまの環境のいま 「子どもたちのメッセージ」1-2

1 “知る” フロム3.11スクエア

次世代のふくしまを担う県内の子どもたちが、未来のふくしまへ
の想いを綴り、そのメッセージを保管。時を超えて来館時の考
え・想いを確認することが、環境創造の担い手づくりにつながる。

１ 概要

環境創造センターに学校単位で来館（社会見学など）した県内の小学校
児童にメッセージを残してもらう。
ふくしまの新たな未来を創る「環境回復・創造の拠点」である本施設の象
徴としてふさわしい展示となる。

４ 中長期的な効果
自分が来館時に何を感じたのか、大人になって見返した際に、同じことを
思えるか、大人になって振り返ることができる。
また、成人式で、タイムカプセル開封のようなイベントの開催にもつなげる
ことができる。

２ 運用の方針
メッセージは電子データとして保存し、モニターでの検索・閲覧を可能に
する。
毎年度（もしくは月度）、優れたメッセージを発表する。
また、このメッセージの仕組みを進化させて、環境創造センターのメッ
セージのコンクールと位置付けることも可能となる。

３ 短期的な効果
小学校児童が展示や体験を踏まえて、帰途後に書く「感想文」の延長とし
てメッセージを作成してもらうことで、環境創造センター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となる。

■考え方 ■設置エリア

展示・体験。

来館

感想文の延長として、未来
のふくしまへの想いを綴った
メッセージを書いて学校ごと
に送付してもらう。

届いたメッセージを、電
子データ化し保管。
メッセージの検索・閲
覧を可能にする。

成人式イベントなどで
来館し、読み返す。

帰校

■運用のフロー（案）

「ふくしまの環境のいま（1階）」と本施設で未来と位置付
けられる「環境創造シアター（中2階）」をつなぐ壁面へ
設置。
未来を担うこどもたちのメッセージ（意識）が、これからの
ふくしまの環境の礎となることを感じてもらう場所となる。

「ふくしまの3.11
から」の動線

Keyplan

再訪 10年後

※ 実施の可否や運用の詳細検討に当たっては、
教育庁及び関係者へのヒアリングをもとに検討。



３ 展示の基本デザイン及び手法について



■基本的な考え方

放射線ラボ・環境創造ラボ 「探究展示」の展示手法の考え方

３ 展示の基本デザイン及び手法について

09

１．放射線という難しい内容を「身近なものに例える」、「空間の中に表示する」など理解しやすい手法を導入。
２．「操作する・扱う」、「挑戦する」といったゲーム性を盛り込むことで、展示を通した体験を「記憶」につなげる。
３．映像、模型などの手法を用いることで小中学生や国内外からの来館者など様々な層に向けて分りやすい展示とする。

■展開の方向性

【パネルの考え方】

○パネルには必ず例えや物に置き換えたイラスト、画
像などを挿入することを原則とする。

○文章量も来館者に読んでいただける量（200～300
文字程度）の解説文章とすることを検討。

○パネルは内容の差し替えなど更新性を重視。

例：ごみの行きつく場所シミュレーション
○まずは分別から。タッチパネルに触れて画面に出

てくるごみを正しいごみ箱に入れる。
○間違ったごみ箱に入れると、ごみ箱からはじき出さ

れてしまう。
○分別種類によってその後の処理がどのように異な

るかをゲーム形式で体験。

挑戦する

タイトル
および解説

手動操作レバー

半減期の説明
操作する

扱う
例：放射性物質の減衰
○レバーを動かすと放射能が変化する。
○放射能が半分になる際に「半減期」を表示。
○半減期の長いもの、短いものを合わせて紹介する。

身近なものに
例える

例：放射性物質・放射能、放射線の違い
～身近なものに置き換える～

例：Svと毎時Svの違い
～距離と時速に置き換える～

参考出典：放射線のひみつ（イラスト：寄藤文平氏）

空間の中に
表示する

例：身の回りの放射線
○空間の中に表示する

ことで、数値の大小を
比較できるようにする。



■展示のポイント

放射線ラボの全体構成 ～放射線をどのように分りやすく伝えるか～

STEP-１
アテンダントの解説をとおして
放射線とは何かを“知る”

STEP-２
「放射線見える化ウォール」での
体感モードと霧箱観察で実感する

○「放射線とは何か」を性質や特徴の観点から知る。
○「放射線見える化ウォール」のガイダンスモードを使

いアテンダントのレクチャー形式によるわかりやすい
解説を行う。

○分りにくい数値や単位を空間の中で「見える化」する。

○「放射線とは」を学んだうえで透過・遮蔽性や自然
界にあることを「見える化ウォール」の
ゲーム性により体を動かしながら体感。

○霧箱で放射線を実際に観察することで自然界にあ
ることを確認する。

STEP-３
「測る」「身を守る」「除く」につながる
基本情報を知り各テーマに向かう

○各エリアに関係する情報をパネルや解説模型に
より伝える。

○アテンダントによる解説も検討し各テーマに誘う。
○身近なものに置き換えたイラスト表現を採用して

小学生にも分りやすく伝える。

STEP-４
各コーナーはゲーム性を持つ展示とし
Q&Aの新設で探究性を向上

○各コーナーは訴求内容にあわせてゲーム性を
持った展示。

○新たに「Q&Aコーナー」を設置して「振り返り」
や「探究」にもつなげる。

測る

除く

知る
（放射線とは？

基礎知識）

身を守る

単位
性質

減衰

３ 展示の基本デザイン及び手法について

10

2 “体験する” 放射線ラボ

１．小学生にも分りやすく！放射線はアテンダントの「解説」により来館者に分りやすく伝える。
２．難しい内容は、物理・化学の知識や原理ではなく、「例える」、「空間に置き換える」などの手法で伝える。
３．新たに「Q&Aコーナー（兼ライブラリー）」を新設。

Q&A
コーナー

【新規】

参考出典：「放射線のひみつ」より（イラスト：寄藤文平氏）

測る

除く

知る
放射線見えるウォール

霧箱

知る
（放射線とは？

基礎知識）

入口

身を守る

■構成と体験ストーリー



放射性物質の減衰

放射線ラボ 「知る」 11
３ 展示の基本デザイン及び手法について

知る2-1

2 “体験する” 放射線ラボ

■ねらい

放射線とは何かを説明形式で分りやすく学ぶ。
また、「目に見えないものを見える化する」、「分りにくい数値を
空間に置き換える」などで体感的に学べる場とする。

■展示のポイント

１．放射線という難しい内容をアテンダントの「解説」により説明。
２．難しい内容は、「例える」、「空間に置き換える」などで伝える。
３．自らの手で動かすことのできる「ハンズオン展示」で模式的・立体的

に放射線とは何かを学ぶことができる。

○レバーを動かすと線量も下がるハンズオン展示。
○放射線量が半分になる際に「半減期」を表示。
○半減期の長いもの、短いものを合わせて紹介する。

紙（実物）

プラスチック等の薄い板（実物）

鉄の板等（実物）

アルファ線（虚像）

ベータ線（虚像）

ガンマ線（虚像）

（参考）内部構造

実物ハーフミラー

虚像を映し出す
モニター

○遮蔽の様子を「マジックミラー」方式で解説。
○ハーフミラーを使うことで実物の紙、薄い金属板、

鉛や鉄の厚い板、コンクリートなどをα・β・γ線が
透過、遮蔽しているように見える。

1mSv

２−２ 測る

２−４ 除く

➀

⑥

⑦
③

➁,④

⑤⑦

⑩

２−１ 知る

２−３ 身を守る

⑧,⑨

■各展示の訴求内容（探求展示）と平面計画

➀放射線とは
全ての物質は原子から成り立っており、原
子は原子核と電子、原子核は陽子と中性
子から成り立っていることや原子核が壊れる
ときに放射線が放出されることを説明する。

➁放射線の種類

放射線の種類による性質の違いを説明する。
・放射線にはいろいろな種類があり物質を透
過する能力は種類によって異なること。

・放射線は粒子と電磁波があり、粒子のもの
は電荷を持つものと持たないものがあること。

③放射線・放射能・放射性物質

放射性物質や放射能・放射線を、電球や電
球から発せられる光などに例えて説明する。

④放射線の性質
放射線は、透過作用、電離作用、蛍光作
用等の性質があることを説明する。

⑤放射性物質の減衰
放射性物質は時間とともに減衰し、その速
度は放射性物質の種類によって異なり、あ
る時間が経つと放射性物質の量は半分に
なることやこの時間のことを半減期ということ、
また、物理的半減期・生物学的半減期・実
効半減期について説明する。

⑥霧箱

放射線は宇宙や自然界から放出されてい
ることを伝えるとともに、放射線が存在する
のは福島だけではなく、他地域にも存在して
いることも伝える。

⑦身の回りの放射線

地球上にはあらゆるところに
放射線があり、地球上の生
物は、誕生時から放射線を
受けていたこと、また、生活
環境には自然から受ける放
射線と人工的に作られた放
射線があることを説明する。

⑧放射線・放射能の歴史
レントゲン博士、ベクレル
博士、キューリー夫人・ラ
ザフォード博士、ヴィラー
ル博士など、各研究者と
それぞれの偉業・活動や
発明したものを紹介する。

⑨放射線の利用
医療（滅菌・診断・治療）、
工業（材料加工・厚さ計・
非破壊検査）、自然・人
文科学（年代測定）など、
最先端科学技術で利用
されていることを紹介す
る。

⑩原子力に関する事故
チェルノブイリ、スリーマイ
ル島、東海村などでの事
故と比較し、福島第１原
子力発電所の事故の程
度を伝える。

Keyplan

■探究展示の概要

身の回りの放射線

○数値の大きさを空間（円の面積）に置き換えて、その大きさを「比較」して見ることができる造形演出。
○「身の回りの放射線」に関する情報も円形の中で紹介することで、数値を一体的に表現。

（例）CT時の放射線量、東京～NY間の飛行機移動時に受ける放射線量など。
○目に見えない小さな数値はモニターの中で紹介。面積などに置き換えながら、日常よく耳にする数値がど

の程度の大きさなのかを視覚的に訴求。

モニターイメージ
タッチパネル式で数値の大きさ
に合わせて身の回りのものの大
きさとあわせて紹介

霧箱

○放射線見える化ウォールの裏側に霧箱を設置。
○暗い空間の中で放射線を観察できる。

放射線の性質（遮蔽）

タイトル
および解説

手動操作レバー

半減期の説明

【導入展示】身の回りにある放射線
～放射線見える化ウォール～



放射線ラボ 「測る」 12
３ 展示の基本デザイン及び手法について

測る2-2

2 “体験する” 放射線ラボ

■ねらい

■展示のポイント

１．「食」、「水」、「空間」を測ることをそれぞれ別々に展示し、テーマを
明確化

２．「食」、「水」などは生産者や関係者の声を展示化

Keyplan

「測る」ことが放射線から身を守る第一歩であることを伝える。
空間のモニタリング、食品などの検査といった「測る」を生活目線から
紹介する。

○米の全袋検査や水道水の検査の工程をイラストや写真で解説。
○農産品別に生産者としての厳格な取組や農畜産品への想いを映像やノート形

式のパネルで紹介。あわせて基準値以下は「安心」であることを伝える。
○より詳しい解説はカウンターに組み込まれた引き出しの中で展開。

２−２ 測る

■各展示の訴求内容（探求展示）と平面計画

２−１ 知る

２−３
身を守る

取水から家庭までの水道水の流れとモニタリ
ングの様子を説明する。

水道水を測る

モニタリングポストによる定点監視、陸上や
海洋での環境モニタリング、モニタリングカー
による広域モニタリングなど、福島県などの
取組みや検査方法を紹介する。

モニタリング

測定機器（カウンター、サーベイメーター、個
人線量計、ガラスバッジ、ホールボディカウ
ンター、カウンター車）の正しい操作方法、内
部構造（測定原理）を知り、測定機器は放射
線の性質を利用していることを説明する。

放射線測定機器

各単位の意味を説明する。
物理量としての単位と、人体への影響の度
合いを勘案した単位があることを説明する。

放射線・放射能の単位

生産・出荷・加工などの各段階で検査
されていることを説明する。
また、生産者の声を伝え、厳しい検査
をクリアしたものが消費者の手元に届
いていることを説明する。

食品を測る

※前回検討会での「消費者の顔が
見えること」、「安全性の訴求」」
などのご意見をもとに検討。

※放射線に関する基礎知識として「2-1知る」に
隣接する場所に配置

Keyplan

■探究展示の概要

放射線測定機器

○「空間（モニタリングポスト）」、「水」、「食品」、「体内」など用途別の
測定機器を実機で展示。実際に手に取って操作することが可能。

○測定の仕組みや原理をイラストや写真などで紹介する。
○実物の展示が難しいホールボディーカウンター車などは模型などで

仕組みなどを解説することも検討。

食品を測る／水道水を測る

【導入展示】 放射線を測る
～放射線測定マップ～



放射線ラボ 「身を守る」 13
３ 展示の基本デザイン及び手法について

身を守る2-3

2 “体験する” 放射線ラボ

■ねらい

■展示のポイント

１．「外部被ばく」と「内部被ばく」を一体的に展示することで、その違いを
理解してもらうことにも配慮。

２．内部被ばくに関しては「食」との関連で「2-2測る」の“食品を測る”に
近接して配置。食品検査などの県内における取組と内部被ばくの予
防が密接につながることをアテンダントの解説を加えることで来館者
に気付きを促す構成を導入。

Keyplan

身の回りで線量の高い場所と低い場所があることを知り、また、線量
が事故後どのように変化したのかを知る。
外部被ばく、内部被ばくを低減する方法を、放射線の性質をふまえて
紹介。

２−２
測る

■各展示の訴求内容（探求展示）と平面計画

２−１ 知る

２−４除く

原子力発電所の事故等により放射性
物質が拡散した際の被ばく防護の方法
等について伝える。
緊急時における避難・退避の際には混
乱せず、正確な情報にもとづき落ち着
いて行動することが重要であることを伝
える。

非常時の対応

放射線の種類

放射線の性質

「2-3身を守る」に関連する
「2-1 知る」の探究展示

※見える化ウォールのタブ
レット端末の貸し出しも兼用

内部被ばくの予防

内部被ばくは食物の摂取などにより取り込まれ
た放射性物質が体内で放射線を出すことによ
り起こることを説明する。
不必要な内部被ばくを防ぐには、原子力事故
由来の放射性セシウムの摂取量を少なくする
ことが大切であることを伝える。

外部被ばくの低減三原則

外部からの放射線から身を守るためには、放
射性物質から「距離をとる」、放射線を「遮る」、
放射線を受ける時間を「短くする」方法がある
ことを説明する。

※「2-2測る “食品を測る”」と近接して配置

■探究展示の概要

【導入展示】身の回りの放射性物質の様子
～放射性物質見える化ウォール～

放射性物質見える化ウォール用タブレット端末の
貸出カウンターも兼用



各市町村除染・国直轄除染の
進捗状況の情報を伝える。

除染の進捗

除染への取組

放射線ラボ 「除く」 14
３ 展示の基本デザイン及び手法について

除く2-4

2 “体験する” 放射線ラボ

■ねらい

■展示のポイント

１．基本設計時の導入展示である「職業体験」は廃止。
２．場所、除染の手順の観点から除くための方法を紹介。
３．必要となる道具や服装も併せて紹介。

Keyplan

一刻も早く元の環境に戻すために、一秒でも早く放射性物質
を無くすために、さまざまな場所、方法でふくしまの環境回復
に努めていることを伝える。

２−３
身を守る

■各展示の訴求内容と平面計画

２−１
知る

２−４除く

放射性物質の減衰

「2-4除く」に関連する
「2-1知る」の探究展示

除染への取組（住宅除染の流れ）

住宅除染の流れを作業手順に沿って紹介。細
部にわたり、細かく作業していることを実物の道
具と合わせて伝える

除染とは

ウェザリング効果や放射性物質の減衰を待つだ
けではなく、放射性物質を取り除き、遠ざけること
が重要であることを伝える。

Q&Aコーナー

仮置場

除去土壌・除染廃棄物を仮置場に保管すること
や除去土壌・除染廃棄物の隔離・飛散流出防
止のための対策の必要性を説明する。
仮置場の設置例を紹介する。

除染への取組

■展示イメージ

○場所ごとで異なる「除く」ための方法をモニターで紹介。
○住宅や公園・道路などの生活空間の「除染」以外にも、「農地」、「森林」

など様々な取り組みや実験があることを場所ごとに映像で紹介。

【導入展示】 除染とは

○除染により、放射性物質を取り除き、遠ざけることが
重要であることを伝える。

○放射性物質の減少に関して、「ウェザリング」、「減
衰」、「除染」を説明する３つのパネルで解説。

○３つの透明パネルは重なった状況になっており、
「ウェザリング」「減衰」のシートを捲ることで放射性物
質が次第に減ることを伝える。

【導入展示】除染への取組（住宅除染の流れ）／仮置場

○住宅除染の流れを紹介。
○除去土壌・除染廃棄物の処理方法や処理状況を伝える。
○仮置場の構造を解説する。
○項目（案）としては以下のとおり。各項目に合わせて実物や模型を活

用しながら解説を行う。
➀測ってマップ作成（線量を測る） ・・・・・計測器とマップ
➁除染作業 ・・・・・除染道具
③ガンマカメラによる確認 ・・・・・ガンマカメラ
④除去土壌等を仮置場へ ・・・・・仮置場模型

除染の進捗

○自治体・対象（住宅・農地）で
除染の進捗状況を検索・確
認できるモニター。

○進捗に合わせて随時更新が
可能。

通学路・一般住宅などの除染作業の具
体的な内容や除去土壌・除染廃棄物の
処理方法、処理状況について伝える。



放射線ラボ 「Q&Aコーナー」 15
３ 展示の基本デザイン及び手法について

【新規】 Q&Aコーナー2-5

2 “体験する” 放射線ラボ

■ねらい

■ポイント

１．放射線ラボでの学びの“振り返り”の場として位置づけ。
２．書籍を閲覧できるライブラリー機能とあわせて設置することで、

より深く学べる環境を整備。
３．本館・研究棟の研究者によるミニ講座も開催可能。

展示室内で実施することで展示を活用した講座プログラムも
展開可能。

Keyplan

展示を通して学んだ知識でクイズに挑戦。
放射線・放射性物質への不安、素朴な疑問に答えるコーナー。
本館・研究棟に常駐の研究者による対話型のミニ講座なども開催。

１．ランダムに出題し理解度を確認するQ&A
○初級（小学生レベル）、中級、上級の３つのレベルでクイズを出題。
○正解、不正解にあわせて補足解説や写真を紹介。
○合計点で理解度を測る。

２．不安・疑問に答えるQ&A
○日常（食・生活・今後など）の視点から様々な不安・疑問を検索できる。

○本館・研究棟に在籍する研究者や外部の専門講師などを招聘して来館
者向けのミニ講座などを開催。

○交流棟内のホールでの放射線関連の学会開催時などに、学会参加者が
一般向けの講座を開催することも検討。

■各展示の訴求内容と平面計画

２−４除く

書籍閲覧スペース

放射線に関する書籍を閲覧できるコー
ナー。

ミニ講座スペース

本館研究棟に常駐する研究者によるミ
ニ講座などを展開。

※大規模な講座については交流棟内
のホールや体験研修スペース、会議
室などを活用することを想定。

Q&Aコーナー

放射線に関する様々な疑問に答える
Q&Aコーナー。放射線ラボでの展示学
習の振り返りの場として位置づけ。

※前回検討会でのご意見をもとにQ&A
コーナーおよびミニ講座スペースの設
置を検討。

バックヤード

書籍のほか講座で使用する機器や
アテンダントが展示室で使用する
機材などを収納。

■展示イメージ

ミニ講座スペース

Q&Aコーナー 放射線Q&A

○タッチパネル操作により放射線に関する様々な「疑問」や「クイズ」に答えていく



○私たち日々の暮らしの中で出すごみがどのようなルートで処理さ
れるかをゲーム形式で追うシミュレーション展示。

○分別から焼却・最終処分までの流れを示すとともに、分別ではそ
の正しい分け方をゲーム形式で挑戦する。

循環型社会

福島県が取り組んでいる環境創造に向
けた様々な先進的な取り組みを紹介。

１．県内で行われている先進的な事例を探す新コンテンツを導入。
国内外に向けて福島県内の取組を訴求。

２．廃棄物に関する展示は、「生活」の視点を強化。
自分の生活の中でのごみが「資源」になることや、ごみの量を減らす
「リデュース」の観点を重視。ゲーム性を高めて、日々の生活に役立
つ体験展示を構築。

環境創造に向けて3-1

3 “体験する” 環境創造ラボ

「原子力に依存しないふくしま」に向けて、すでに始まっている取
組や最新の情報を紹介。
環境創造に向けて「自分ができること」、「みんなでできること」へ
の意識を醸成する。
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■ねらい

■展示のポイント

Keyplan

○福島県の再生可能エネルギーに関する
各地の取組を福島県の形をしたテーブル
に映像投影。

○テーブルの地図情報にタッチするとそれ
ぞれの箇所で取り組んでいる情報を表示。

○再生可能エネルギーに関する可能性を
示す資源量や賦存量なども表示。

○再生可能エネルギーの必要性と、太陽光、太陽熱、風力、小水
力、バイオマスなど県内で進められている様々な再生可能エネ
ルギーの仕組み、発電までの様子を、模型・、映像を融合して
展示化。

○それぞれのエネルギーの課題も併せて紹介。解決に向けて理
解の向上を促す。

○動物が怪我などをした原因が人間にあることを訴求。
○怪我の原因になった「ごみ」や「生活の中での行為」などの実物

展示などで訴求。
○私たちの行為が動植物たちに与える影響を、傷ついてしまった動

植物の場面から時間を戻していき、私たちの行為までを見せる
「時間巻き戻し映像」で表現。

■各展示の訴求内容（探求展示）と平面計画

バックヤード

自然との共生

人が不注意で捨てた
ごみによって、動物
が傷つけられたりして
いることを説明する。
里山の動植物との共
生の重要性を伝える。

ごみ・廃棄物の分別
のほか、３Ｒ、排出し
たごみの行方、最終
処分場のしくみ、不
法投棄の現実などを
伝える。

【新規】再生可能エネルギー導入への取組

「原子力に依存しない福島」の実現
のため、再生可能エネルギーが必要
であることを説明する。
原理と仕組みを解説し、加えて課題
説明する。

再生可能エネルギーの必要性

環境創造ラボ

３ 展示の基本デザイン及び手法について

■探究展示のイメージ

【新規】再生可能エネルギー導入への取組

再生可能エネルギーの必要性

循環型社会 自然との共生

ごみ分別エリア ゲームイメージ

※前回検討会でのご意
見をもとに「ふくしま環
境計算機」を見直し、
よりゲーム性を高めた
展示を検討しました。

【導入展示】 ふくしま環境創造タウン

○野生生物とその生息環境の
観点から紹介し「自分とのか
かわり・つながり」への意識を
醸成する。

○ごみの最終処分場は断面模型などでそ
の構造を視覚的に訴求。
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環境創造シアター 周辺 17
３ 展示の基本デザイン及び手法について

未来へのメッセージ （中２階）4-1

４ “未来を描く” 環境創造シアター

■ねらい

展示をとおして培った放射線と環境創造への知識を意識へと変え、
来館者が自分の言葉で新たなふくしまを創っていく決意を未来への
メッセージとして残す。

■ポイント

環境創造に関する来館者のメッセージを入力し、壁面に投影。

■各展示の訴求内容と平面計画

未来へのメッセージ

各展示での学習や体験を振り返り、福
島県の未来像に向けての想いなどにつ
いてのメッセージを入力させ、それを表
示する。
入力されたメッセージは保存され、県民
と想いを共有する。

■探究展示のイメージ

○中２階に設置されている入力端末から、ふくしまの環境の未来に向
けた来館者のメッセージを入力。多言語にも対応。

○入力されたメッセージは展示室吹き抜けの壁面に投影。

未来へのメッセージ



附属施設 18
３ 展示の基本デザイン及び手法について

大玉村 附属施設5-1

５ 附属施設

■ねらい

■概要

わたしたちと「野生生物」との関係を「放射線」と「わたしたちの生活」の
観点から伝え、野生生物そしてその生息環境が身近につながっている
ことを伝える。

【映像】
①野生生物と放射線

野生生物のモニタリングに
関する取組と、放射性物
質による野生生物への影
響を食物連鎖などと合わ
せて紹介。

②人間生活と野生生物

わたしたちの生活・活動により野
生生物たちを傷つけていること、
地域固有の生態系を脅かす原
因を紐解くとともに、自然との共
生の大切さ、そのために心がける
べきことを考えるきっかけを提供。

■延床面積：299.77㎡
■展示面積：約78㎡（大半が通路展示） 猪苗代町 附属施設5-2

■ねらい

■概要

猪苗代湖と裏磐梯湖沼群の水中の放射性物質に関する情報発信に
加え２つのエリアの環境保全に関する啓発を行う。
猪苗代湖周辺で環境活動に取り組む団体の拠点としても活用。

■延床面積：182.18㎡
■展示面積：約56㎡

ふくしまの野生生物のいま 身の回りのいる野生生物

周辺に多様な動物が生息して
いることを伝える。

【標本展示】

保護動物 観察窓

保護された野生生物を観察する
のぞき窓。

野生生物Q&A

野生生物と私たちの関係に関するクイズを展開。
反対の壁面のパネルにクイズの答えとなる解説
を展示。

猪苗代湖のいま

猪苗代湖の面積や最大水深等のデータを示す。
猪苗代湖への流入河川の状況を説明する。
猪苗代湖と周辺の住民との関わりについて伝える。

【床面大型 （衛星写真 縮尺1/4000程度）】

書棚

猪苗代湖および裏磐梯湖沼群周
辺の自然に関する書籍を用意。
裏側は閲覧コーナーとなっている。

書棚に合わせて標本展示やパネルを差し込むことで内容の
更新性を確保。
水中の放射線量や湖沼の四季の風景、動植物のほか、地
元で活動する団体の成果発表の場としても活用可能。

展示棚

※縮尺4000分の1は戸建住宅を認識できる程度の衛星写真。



４ 交流棟の運営プログラムについて



ホール

大会議室

エントランス
ロビー

展示室

▲

①
（2Fへ）

②

③

④
⑤

⑥

ギャラリーロード本館・研究棟へ

環境創造シアター

体験研修室

⑦

⑧

⑨

⑩

⑩
(1Fへ) キッズコーナー

①

ホール

学校など団体利用の流れ

■団体利用の動線図

交流棟全体を一筆書きで巡る動線計画

○団体利用の場合、荷物置きと休憩スペースを兼ねる大会
議室に入り、ホールでの全体ガイダンスを経て展示等の
体験・学習へとつなげる動線とする。

○団体を数グループに分け案内する。環境創造シアターや
体験研修室の収容人数などを考慮し、グループ最大人数
を30名として設定する。

■団体のタイムテーブル

90分・120分の2コースを設定

○団体利用のニーズにあわせた利用の提案のため、90分、
120分の2コースを設定する。

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

多目的
研修室 ホール

環境創造
シアター

体験研修室 本館・研究棟見学展示体験

【学校団体など120分コース】

多目的
研修室 展示体験ホール

環境創造
シアター

体験研修室
ギャラリー
ロード

【学校団体など90分コース】

120

（分）

【１Ｆ】 【２Ｆ】

※要・複数プログラムの準備

※要・複数プログラムの準備

【参考】200名を超える団体のタイムテーブル案（120分コース）

体験研修室とホール、シアターの収容人数より算出

○ホールは200名収容可能。
○環境創造シアターの収容人員は大人60

名程度。子どもであれば65～70名程度。
○体験研修室は1部屋30名（1グループ）を

想定。２部屋を活用し、一部、中会議室な
どの活用を想定。

○本館・研究棟見学は案内者1名に対して
30名を想定。通路幅などから1グループご
とに見学を実施。
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４ 交流棟の運営プログラムについて

多目的 ホール シアター 体験研修室① 本館・研究棟見学（ルート１）展示体験

（分）

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Aグループ （30名）

Bグループ （30名）

Cグループ （30名）

Dグループ （30名）

Eグループ （30名）

Fグループ （30名）

Gグループ （30名）

Hグループ （30名）

I グループ （30名）

270名想定

多目的 ホール シアター 体験研修室①本館・研究棟見学展示体験

多目的 ホール

多目的 ホール

本館・研究棟見学（ルート１）

本館・研究棟見学（ルート２）

シアター 体験研修室②展示体験

シアター体験研修室① 展示体験

多目的 ホール 体験研修室② 本館・研究棟見学（ルート１）

多目的 体験研修室①本館・研究棟見学（ルート１）

シアター展示体験

シアター展示体験

多目的 体験研修室③（中会議室） 本館・研究棟見学（ルート２）

多目的 体験研修室②本館・研究棟見学（ルート２）

シアター 展示体験

シアター 展示体験

見学前全体ガイダンス（バスの中での実施も検討）

ホール

ホール

ホール

多目的 体験研修室③（中会議室）本館・研究棟見学 シアター 展示体験ホール

見学前全体ガイダンス（バスの中での実施も検討）荷物置き



2階 体験研修室での体験プログラム例

■体験プログラムの考え方
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４ 交流棟の運営プログラムについて

１．放射線に関する「環境回復」関連プログラムと、これからの福島を創る「環境創造」に関係するプログラムを展開。

２．展示室内では体験できない「実験」、「創作」など、参加者が考え手を動かすことで、展示を通した学びの振り返りができるプログラムを実施。

３．「対話と共創の場」という交流棟のコンセプトに基づき、講師やアテンダントによる解説を交えたプログラムを検討。単なる「工作」に終わらないプログラムを目指す。
（例）体験ストーリー ： 「プログラム説明（3分）」 → 「実験・創作（15分）」 → 「発表もしくは確認・振り返り（7分）」

４．考えながら制作した成果品や実験結果などを、何らかの形で来館者が持ち帰れることも検討。帰途後に家庭や学校で話題となりうるプログラムを目指す。

■実施プログラム案 ※ 実施の可否やプログラムの所要時間については今後教育庁や専門家の指導を仰ぎながら検討。

○ 放射線に関する体験プログラムの検討案

NO. プログラム内容 想定対象学年 概要 必要なもの 人数 備考

1放射線てなに？ 小1〜3 放射線の存在と種類、発生のしくみを知る。 30 ひとクラス程度

2放射線を探そう 小1〜3 身近にある自然放射線を測る。 簡易放射線測定器「はかるくん」、測定用サンプル 30 ひとクラス程度

3放射線から身を守ろう 小1〜3 外部被ばくや内部被ばくの対処法をゲームで疑似体験する。 ゲームキット 10

4放射線早見メジャーを作ろう 小4〜6 放射線早見メジャー（10m以上）を作成し、色々な検査などの放射線量を知る。用紙（巻物）、筆記具 5

5放射線の集まる場所を探そう 小4〜6 放射線の測定し、マップを作成する。 地図、測定器 5 屋外も検討

6手作り霧箱で放射線を見よう 中学生〜 霧箱をつくって、みえない放射線の飛跡を観察する。 筆記具、霧箱制作一式 10

7植物の放射線をみつける 中学生〜 植物に含まれる放射線をシートに写し出す。 画像情報検索媒体（イメージングプレート） 10 体験時間要調整

8手作りカウンターで自然放射線を測る 中学生〜 紙筒でガイガーカウンターを作り、身近にある自然放射線を測る。 制作キット 5

9放射線を除く 一般 模型で、除染の方法を疑似体験する。 住宅などの除染模型 20

10福島原発事故と放射線 一般 原発事故で、大気中に拡散した放射線について学ぶ。（専門家による講演会） 筆記具 30 ホールなどでも展開可能

11放射線量をはかってみよう 一般 様々な測定機器を実際に活用し測定し、記録をつける。 簡易放射線測定器「はかるくん」、測定用食品 10

12ホールボディーカウンター車 一般 ホールボディーカウンター車で内部被ばくの測定を行う。 ホールボディーカウンター車 - 屋外

○ 環境に関する体験プログラムの検討案

NO. プログラム内容 想定対象学年 概要 必要なもの 人数 備考

1ゴミ分別ゲーム 小1〜3 ごみの種類で分別する。 ごみ、ごみ箱 30 ひとクラス程度

2食物連鎖ゲーム 小1〜3 正しい位置に生き物をはめ込んで、生態系を理解する。 パズルゲーム盤・展示内容を低学年向けに補足 10

3絶滅を救おうゲーム 小1〜3 絶滅にひんしている生物の生息環境と食物を考慮して配置する。 パズルゲーム盤 10

4再生可能エネルギーゲーム 小1〜3 福島の再生可能エネルギーを総合的に使って暮らすことを学ぶ。 パズルゲーム盤 10

5ソーラーカーを動かそう 小4〜6 太陽光発電で動くソーラーカーを組み立て動かす。 ソーラーカーキット 20 2階テラス活用

6風力発電キットで電気を作ろう 小4〜6 風力発電キットを組み立て発電の仕組みを学ぶ。 風力発電キット・場合によって扇風機 30 2階テラス活用

7ペットボトルでお日さまエネルギーを集めよう！ 小4〜6 ペットボトルで簡単な太陽熱温水器を作る。 ペットボトル、筆記用具 30 ひとクラス程度

8ダンボールコンポストで堆肥づくり 小4〜6 生ごみをリサイクルして花や野菜を育てる堆肥を作る。 ダンボール 10

9太陽の力でお湯を沸かそう 小4〜6 太陽光エネルギーを集めて温水器を作る。 ダンボール、アルミホイル 10 2階テラスや屋外も活用

10ダンボールのクリスマスツリー 中学生〜 再生できるものでクリスマスツリーを作る。 ダンボール など 20

11電池がなくてもまわる静電気モーター 中学生〜 空き缶で手作り静電気モーターを作る。 アルミ空き缶 20

12新聞紙ねんどでオリジナルマグネットを作ろう 中学生〜 新聞紙ねんどでオリジナルマグネットを作る。 新聞紙、のり 30

13エコ布ぞうり 一般 古布（Tシャツなど）で、布ぞうりを編む。 古布 10 持ち帰る
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