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――開  会―― 

 定刻となりましたので、ただいまから第３回福島県環境創造センター交流棟展

示等検討会を開会します。 

 なお、本日、飯村委員におかれましては、所用のため欠席のご連絡をいただい

ておりますのでご報告いたします。 

 それでは、早速議事に移らせていただきたいと思います。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。 

 

――議  題―― 

 皆さん、こんにちは。お忙しいところお集まりをいただきましてありがとうご

ざいます。今日で第３回の検討委員会になりますけれども、今日、展示構成、レ

イアウトや項目等についてまとめて、今後検討されます具体的な実施設計に向け

ての基本となるところをまとめられればいいと思っておりますので、ぜひご協力

方よろしくお願いしたいと思います。座って司会進行をさせていただきます。 

 資料１について、まず４ページあたりで区切って事務局からご説明をお願いし

たいと思います。座ったままで結構ですので。 

 では、座って説明させていただきます。 

 今回もお手元に資料１と資料２がございまして、資料１をもとにご説明させて

いただきます。資料２につきましては、事前に皆様方に資料をご確認いただいて

おり、それに対する意見と、その意見に対する事務局の対応案ということでまと

めてございます。資料１を中心に説明させていただきますが、その中で併せて資

料２についても説明させていただきたいと思います。 

 資料１はＡ３の横のものですが、２ページをお開きください。 

 こちらのページには、改めてご説明させていただくということになりますが、

展示構成の概念図、各テーマ展示の構造、それと、右側になりますが展示ゾーニ

ング図ということで、３つのことについて記載しております。 

 まずはじめに左上の展示構成概念図の方ですが、こちらはポイントとして２つ

記載させてもらっております。ポイント１は「展示室エントランスから一直線に

延びる『ふくしまの 3.11 から』の視線の先に、ふくしまの未来を描く『環境創

造シアター』を配置」とありますが、こちらのエントランスを入ってすぐのとこ

ろには「ふくしまの 3.11 から」ということで、原発事故が起きて、それから現

在までのふくしまについての展示がございまして、この平面図でいうと、さらに

右に入っていくと「ふくしまの環境のいま」ということで、ふくしまのいまに関

する展示になってございます。そのさらに右側に環境創造シアターがあります。

原発事故からこれまで、ふくしまのいま、そして未来ということで、平面図のエ

ントランスから入って一直線上に時間軸を設けた展示の構成をとってございま

す。これがポイント１でございます。 
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 ポイント２としまして、「数値やビジュアルで示す『ふくしまのいま』を導入

に『放射線ラボ』と『環境創造ラボ』の各テーマへと誘引する構成を採用」する

とあります。こちらは、下に模式図として表しておりますが、真ん中のオレンジ

色の丸の「ふくしまのいま」に数値やビジュアル等を展示してございまして、そ

こから各放射線ラボですとか環境創造ラボの方の展示に誘引するといった構成

になっております。 

 次に、左下に「各テーマの展示の構造」とありますが、これも繰り返しになり

ますけれども、各テーマにおきましては導入展示と探求展示とございまして、導

入展示につきましては生活などの身近な目線から体験するということになって

いまして、一方、探求展示につきましては、各テーマですとかエリアに関する情

報を楽しく学ぶというものになっており、導入と探求、それぞれ展示を区別して

このあとの資料の方にも書かせてもらっております。 

 右側の展示ゾーニング図についてですが、こちらは前回お示ししているものと

比べますと若干の変更がございまして、これは後のページで詳しく説明させてい

ただきたいと思います。 

 ３ページをご覧いただきまして、エントランスを入ってすぐのエリアの「ふく

しまの『3.11 から』」は原発事故からこれまでのふくしまを伝えるエリアになっ

ております。構成自体に大きな変更は前回からはございませんが、若干の変更は

ございまして、それは、左下のところに平面図を切り取ったような図がございま

すが、この図の上半分が壁面大型映像を映し出すという「フロム 3.11 ふくしま

の歩みシアター」となってございまして、こちらは前回までですと映像を立った

状態でご覧いただくということになっておりましたが、座ってご覧いただく方が

よろしいかと思いベンチを配置したというところで変更点がございます。 

 ここにつきまして、事前に委員の皆さんからのご意見をいただいているものが

ございまして、先ほど私から説明させていただいた「ふくしまの歩みシアター」

ですが、こちらは全体を俯瞰する内容となっているので、ホール版や英語版を作

成してはいかがかというご意見をいただいております。現時点では、英語版につ

きましては字幕で表示することを検討してございますが、ホール版等につきまし

ては意見を踏まえて検討させていただきたいと思います。 

 もう１つご意見をいただいておりまして、このページの「ふくしまの歩み ト

ピックス＆年表」というところなのですが、こちらのデッサンにございますよう

に、アクリルのケースにいろいろな模型などを展示するコーナーになってござい

ます。ケースの中に紹介するものの案として、第一原発の１号機建屋の模型とい

うことで記載させていただいているのですが、１号機を対象とした理由は何でし

ょうか、というご意見をいただいております。これに対しましては、資料には案

として１号機建屋ということで記載させてもらっているのですが、原子炉建屋の

模型を展示するとなった場合には、ご意見を参考にさせていただき、１号機から

４号機までの範囲で展示模型の作製をさせていただきたいと考えております。 

 続きまして４ページをご覧ください。こちらも構成自体に大きな変更はありま

せんが、前回の検討会の意見を踏まえて若干変更したところがございますので説
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明させていただきます。こちらは、「ふくしまの環境のいま」ということで、「ふ

くしまのいま」を伝えるエリアになってございます。展示のポイントとして、左

側の真ん中あたりに記載してございますが、このエリアの場所にベンチとかテー

ブルなどを配置いたしまして、休憩もできるような、展示室全体のホワイエ空間

としても位置づけるということで今回お示ししております。 

 あと、前回までとの変更点につきましては、右側のやや下の方に、このエリア

のグラフックデザインがございますが、前回まではここで見せる「ふくしまの環

境のいま」を示す数値やビジュアル映像につきましては、フレーム型の造形物に

入れ込んで、フレームをのぞくといった形で見てもらうということでお示しした

のですけれども、そこを少し発展させまして、フレームということにはこだわら

ずに、来館者の方に興味を持って数値を探したり数値を選ぶといったことができ

るような工夫をさせてもらっております。「演出の考え方」というところで、大

きく見せるとか、引き出しの中に数値を入れるとか、めくると数値が出てくると

か、そういった演出の工夫をさせていただいているところが前回との変更点にな

ってございます。 

 このページについてはもう１点変更がございます。右側の下に「子どもたちの

メッセージ」について記載してございますが、こちらについては「書いてもらっ

たメッセージを直接見てもらう工夫もあったらいいのではないか。紙の物量を見

てもらうとよいのではないか。」というご意見をいただいております。それをも

とに検討させてもらったのが、「ふくしまの環境のいま」のフロアと、中２階に

ある環境創造シアターのちょうど境目にある壁、こちらの壁のところに収納棚な

どを設けまして、メッセージを紙の状態で保管しておくということで、今回追加

させてもらっております。 

 事務局からは説明は、まずはここまでで終了します。 

 ありがとうございました。 

 概念的な問題から始まって、展示室のおおよその構成や全体的な導入の部分の

あり方などについてご説明いただきました。前回までに意見があった動線はどう

かという部分を踏まえた上で、真ん中付近はあくまでも過去・現在・未来という

形で事実をきちんと理解できるような流れにしようとか、放射線のところも、き

ちんと知った上で、自分が測ってみて自分を守るための方策を体験できるように

しようということをコンセプトに入れていたと思っております。個別具体的にど

うするかという話になると、細かい部分も出てきますので、大枠として項目が抜

けていないかどうかとか、これは絶対に置かなければいけないとか、そういう課

題について委員の先生方にいろいろご意見をいただければと思います。初めての

展示というか、他に類がないものなので、記述などに抜けがないようにできれば

いいなと思っていますので、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。最初の質問は私が書いたのですが、我々はこの

交流棟の隣の建屋に常駐し、また、我々自身も海外からも含めていろいろなお客

さんが来ます。本来、この「フロム 3.11」というのは一般の人あるいは子どもた
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ちのためにという形でこれまで検討されてきているのですけれども、イントロの

ところだけでも、英語版とか、「ふくしまの歩み トピックス＆年表」のところに

書きましたけれども、事故のプロセスがどうだったのかということを、正確に、

今わかっている範囲でいいので、そういったものがきちんと紹介いただけると、

単に一般の人だけではなくて、専門家の人にとっても訪問する価値のある場所だ

なとみていただけるのではないかということで書かせていただきました。 

 基本的には、小学校５年生の方には全員が来ていただくということなので、全

体的な構成はそういうことでいいと思うのですけれども、玄人の方にもなるほど

と言わせるぐらいの展示内容のものをお示しいただければいいのではないかと

考えています。 

 ありがとうございます。事実内容をいかにきちんと並べるか、それが非常に重

要だというご指摘だと思います。それは小学校５年生であろうが一緒です。ただ、

ここは国際的な役割が重要だということも含めて計画されているかと思います

ので、多言語化というのはぜひ。小学校５年生に焦点はありますけれども、今、

石田さんの方からあったようなことを検討していただければと思います。 

 その他いかがでしょうか。コンセプトも非常によくまとまっていて、わかりや

すくなってきたと思います。 

 本当に些細なことなのですが、２ページの下の「探求展示」の「探求」と違い、

３ページでは研究の究を用いていますが、学校では使い分けしています。子ども

たちが多様な学習を広げていくということだと、私は研究の「究」の方がいいと

思っているのですが、使い分けをしているのでしょうか。 

 意識して別々に使っていたわけではないですよね。それは佐久間先生からお話

がありましたように、研究の「究」という形で統一するということでよろしいで

すか。 

 お話がありましたとおり、「タンキュウ」の「キュウ」の字が２ページと３ペ

ージで異なっていますが、昨年度から通して「探求展示」という言葉を使ってい

ました。「キュウ」の字が研究の「究」の方がよろしいのではないかというご意

見でございますが、取り扱いをどうするか、今後どちらかに統一するかというこ

とについては我々の方にお任せいただければと思っております。 

 何か１つのことをどんどん追究していき、その過程を大切にしていく学びとい

うことで、理科教育や科学教育の学校現場では、研究の「究」を使っています。 

 ありがとうございました。そこは今後詰めてみてください。 

 その他いかがでしょうか。４ページまでという形でご説明いただきましたけれ

ども。 

 ４ページのところの「ふくしまの環境のいま」ですけれども、全体的にすごく

導入がスムーズに行くような感じになってありがとうございました。導入展示の

ところは、ＣＧの挿絵が載っていますけれども、これは、この展示のところに座

ったりとか休んだりとかできるようなイメージですか。 

 いかがでしょう。説明を。 

 ４ページの右下のＣＧのお話ですが、これは１つの例として今回ご提示したも
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のでございまして、ここに書いてあるのは展示物とベンチが一体化したものにな

っております。実際、そういったものの方がいいのか、ベンチはベンチで少し離

した方がいいのか、これから具体的に設計図を描く中で検討したいと思っており

ます。１つの例としてこういったものをご提示させていただいております。 

 ご質問させていただいたのは、実際、触ったり座ったりできるような場所と展

示が一体化している場所も結構いいのではないかと個人的には思ったものでお

伺いさせていただきました。夏休みに子どもを連れて博物館に行ったのですけれ

ども、展示物がせり出していたりするところに結構子どもの食いつきがよかった

んですね。触ったりびっくりしたりできるような感じの展示は後の方にはなくな

ってくると思うので、最初の導入のところは境界がないようなあいまいな感じに

しても面白いのではと思いました。 

 これからそういう細かい具体的なことは詰めていただきたいと思います。 

 その他いかがでしょうか。もし、意見がなければ次の方に進みたいと思います

が、よろしいですか。それでは、次に５ページから 11 ページを事務局の方でご

説明をお願いしたいと思います。 

 ５ページから説明させていただきます。 

 こちらも前回の検討会でお示ししているものなのですが、ページの左下のとこ

ろに「展示台のイメージ」ということで、新しく追加しています。展示台はこの

ようなイメージで設置していきたいと思っているところです。展示台の上にグラ

フィックパネルと解説装置を併せて置く、実物を置いたりモニターを併せて置い

たり、こういった組み合わせで台の上に置いていく。また、この展示の台に引き

出しを設けてございまして、引き出しの中にはより発展的な情報、専門的な情報

を入れて見ていただくということもできるような形でお示ししてございます。 

 展示台の下の空間がございますので、車いすを利用されている方にとっても見

やすい構造になっています。 

 次のページをご覧いただきまして、６ページは「放射線ラボの全体構成」とい

うことで、前回お示ししている資料からの変更はございません。「放射線ラボの

全体構成」ということですが、まず、放射線ラボの「知る」というテーマにおい

て、アテンダントの解説や放射線を体感したり実感するといったことをしていた

だいて、そのあと、「測る」や「身を守る」「除く」といったところの各コーナー

でゲーム性を持った展示で遊びながら学んでいただくという構成になってござ

います。 

 このページや前の５ページの方にもお示ししていますが、展示の内容について

は、身近なものに例えて小学生にもわかりやすく展示していくという考え方で、

これから詳細を詰めていくことになりますが、事前にいただいている意見といた

しまして、身近なものに例えるというところで、表現の仕方とか例え方により誤

解を生むことにもなるので、内容を固める前に、実際に小学校５年生を対象に理

解度や反応などを確認するという作業も必要ではないかというものをいただい

ております。この件につきましては、すべての内容について小学５年生に実際に

確認してもらうのはなかなか難しい面もあると思いますが、こういった考えは非
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常に大事だと思いますので、意見を踏まえて検討していきたいと思っておりま

す。学校の現場ですとか教育庁さんとご相談の上、進めていきたいと思っており

ます。 

 ７ページをお開きください。７ページ目は「放射線ラボ」の「知る」というテ

ーマになってございますが、こちらも展示の内容については変更はございません

が、若干レイアウトで変更がございますので説明させていただきます。左側の平

面図を切り取ったところを見ていただきたいのですが、ここの左上のところに

「放射線見える化ウォール」という、ガイダンスをしたり放射線を体験するとい

った展示がありますが、この見える化ウォールの裏側に、前回は霧箱が置かれて

いました。今回は、霧箱を表に出して、この平面図でいうと⑥番のところに霧箱

が来て、見える化ウォール自体を若干後ろに下げているという変更になってござ

います。見える化ウォールのところで、アテンダントによるガイダンスを行うこ

とを検討しているのですが、このガイダンスのときに、ウォールの前に何十人か

集まっていただくことになりますので、なるべくゆとりを持って集まっていただ

きたいということで、そのスペースを広げてございます。スペースを広げますと、

やはり若干後ろが狭くなったり、後ろに回り込むのに壁の脇を通り抜けていくわ

けですが、その幅も狭くなってしまうということもありますので霧箱を前に持っ

てきたということになります。このページにおける、変更点はその点になってご

ざいます。 

 ７ページの右側のデッサンで赤とか黄色とか青の円形状の造形物、こちらが身

の回りの放射線というコーナーになりますが、こちらにつきましてご意見をいた

だいており、放射線の人体への影響についても説明をお願いしますというもの

で、前回も意見をいただいているものでございます。これは今回資料にも記載さ

せてもらいましたが、意見を踏まえて対応していきたいと考えております。 

 意見がもう１点ございまして、この身の回りの放射線の造形物ですけれども、

こういった線量を表示する構造物が必要なのか、こういったものを置くとリプレ

ースができにくくなるのではないかというものをいただいております。資料では

わからないのですけれども、こちらには建物の構造上、除くことができない柱が

置かれておりまして、その柱を生かすことにより放射線量に関するさまざまな数

値を空間の中に表示して、視覚的に数値の大小を理解しやすくするために設置す

るといったものでして、これにつきましてはこの案のとおり進めさせていただき

たいと考えております。 

 同じページでもう１点、ご意見をいただいておりまして、右側の下に「放射性

物質の減衰」とございまして、レバー操作で放射線が減衰する様子を学んでいく

という展示になっておりますが、手動レバーは多くの展示場で見ますが、場所だ

けをとってなかなか行動しながら理解するといったことにはつながらないので

はないかというご意見をいただいております。これにつきましては、より効果的

な展示手法についてご相談させていただきながら検討したいと思っております。 

 ８ページをお願いいたします。８ページは放射線ラボの「測る」というテーマ

になってございます。こちらについても、これまでお示ししてきた内容と変更は
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ございません。こちらで導入展示として、「放射線を測る～放射線測定マップ～」

というものをこちらに記載してございますが、変更はないのですけれども、どう

いったものかについて改めて説明させていただきたいと思います。 

 こちらは、イラストにもありますように、端末を用意しておりまして、端末で

県内各地の空間線量ですとか、土壌、河川、食品、水道水など、あらゆるモニタ

リングデータを検索できるといった内容の展示になってございます。 

 こ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、「測る」といいま

すが、何のために測るのかというねらいをもっと明確にすべきだというご意見を

いただいております。この「測る」というテーマの展示エリアにつきましては、

外部被ばくの低減や不必要な内部被ばくを防ぐために、空間線量のモニタリング

や食品・水道水の検査などの取組が行われている、そういったことを伝えたいと

いうのが目的でございまして、それを展示の内容で反映させていきたいと考えて

おります。 

 もう１点ご意見をいただいておりまして、左側の下に「食品を測る」というこ

とで記載してございますが、食品は「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」と記載してございます。ご意見といたしましては、食品

について「生産・出荷・加工」の各段階で測定されていると言えるのだろうかと

いうご意見をいただいております。こちらの資料に書かれております文章を読み

ますと、３つのすべての段階において検査されているというふうにとらえられて

しまうと思いますが、こちらでお伝えしたかったのは、「生産・出荷・加工」の

いずれかの段階で検査されており、それで基準を満たしたものが消費者の手元に

届いているということを伝えたいということで記載したつもりだったのですが、

誤解を与える表記になってしまいまして申し訳ございませんでした。 

 続きまして９ページをお願いいたします。９ページは放射線ラボの「身を守る」

というテーマです。こちらも１件、探求展示のところで変更がございまして、前

回までにお示しした内容ですと外部被ばくの低減三原則というコーナーにつき

ましてはパネル展示で解説をさせていきたいということでお示ししてございま

したが、前回の検討会で、放射性物質から距離をとることや遮断というのを実演

することで、放射線の減弱が視覚的にわかりやすくなるのではないかというご意

見をいただきましたので、そのご意見をもとに、ページの右側の下に写真でお示

ししているような装置、こちらは広島市の平和祈念資料館で実際に展示されてい

るものなのですが、こういった、装置で線源から距離を離したり、線源と検出器

の間に金属の板などを入れることで、放射線が少なくなる、減弱していくという

ことを実際に見ていただくということを検討しお示ししているものでございま

す。 

 続きまして 10 ページをお開きください。10 ページについては、放射線ラボの

「除く」というテーマになりまして、こちらでは除染への取組ですとか除染の状

況といったものを紹介していくテーマになってございます。こちらも展示の構成

や内容としては前回までにお示ししているものと変更はございません。 

 こちらで事前のご意見をいただいておりまして、まず１つ目が、除去土壌とか
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汚染廃棄物の処理の流れといたしまして、中間貯蔵施設も加えてはどうかという

ご意見をいただいております。これに関しては、今後の動向を踏まえて検討して

いきたいと考えております。 

 もう１点ご意見がございまして、資料の導入展示の中の「除染とは」というコ

ーナーに、放射性物質の減少に関して、「ウェザリング、減衰、除染、この順番

で３つのパネルで解説」というふうに記載しておりますが、順番として、ウェザ

リング、減衰、除染という順番ではないのではないかというご意見をいただいて

おりまして、ご指摘のとおり順番としては除染が先になると思いますので、意見

を踏まえて対応していきたいと考えております。 

 続きまして 11 ページをお開きください。放射線ラボの「Ｑ＆Ａコーナー」に

なりますが、変更はございません。ミニ講座スペースで専門家によるミニ講座を

開催したり、放射線に関するＱ＆Ａ、ＦＡＱを端末などでできるような展示を考

えてございます。 

 いちばん下のＦＡＱのところなのですが、こちらは日常の視点からさまざまな

不安・疑問を検索により対応していく展示になってございますが、ＦＡＱの項目

につきましては、館内に設置した質問箱などから放射線や放射性物質への疑問な

どを収集いたしまして、それに答えていく形式で情報を提供し、また、ＦＡＱの

項目を随時加えていくといった内容で考えてございます。 

 11ページまで説明させていただきました。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。 

 本日の審議の中心的な課題になるかと思いますが、今、事務局からご説明があ

りましたように、具体的な提案がされているものと。ある程度の方針が示されて

いる部分があって検討がしにくい部分があります。もちろん小学校５年生を対象

にするということがありますけれども、科学性とか事実性みたいなものをきちん

と伝えていかなければならない部分もありますので、専門家ときちんと打合せを

して、具体的な設計の段階で詰めていただきたいと思っています。そうでないと、

ただ単に遊び場になってしまうということがありますので、小学校５年生だけれ

ども科学性はきちんとしているというところに１つのメリットがあると思いま

すので、その辺のところをよろしくお願いします。 

 それと、現状のデータなども、やはりそれぞれ変えていかなければいけないと

いう課題も含めながら、どんどん変わっていくということもございますし、そう

いう点を踏まえて、今後科学的な点については詰めるということを前提にして、

何が抜けているのか、あるいは何が必要なのかというところをご意見をいただけ

ればと思いますが、いかがでしょうか。 

 私は、この円形のところにこだわっていて、こんなものを置いたらリプレース

が困るのではないかと思うのですけれども、構造物として柱をどうしても置かな

ければいけないのでこれを利用するということです。本当にこういうものを置く

ことがいいのか、コンピューターでグラフィックにすれば済むようなものもあっ

たりしますので、私からも質問があったのですが、そういう具体的なものについ

ては、より適切なものを専門家と今後検討していただくということで、抜けてい
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るところなどのご意見をいただければと思います。いかがでしょうか。 

 まず、６ページあたりいかがでしょうか。身近なものにたとえるというのはす

ごく重要だと思うのですが、これは科学的でないといけないので、石田さんなど

の専門の方と今後もっと詰めていくべきだと思います。 

 それから、７ページの人体への問題についても、これは前から高村先生や石田

さんの方からありましたけれども、放射線の問題と、放射線が今どうなっている

か、それがどういう影響があるのかということを三位一体で考えていく必要があ

ると思いますので、その辺もそれぞれの専門家の先生方の意見を聞きながらきち

んと詰めていただくということが必要と思いますので、事務局の方で、今後、実

施設計に入る前に、それぞれ個別に検討していただくことをお願いしたいと思い

ます。 

 その上で、抜けている点とか、あるいはここがふさわしくないということがあ

れば出していただければと思います。 

 この展示館をつくっていくというプロセスの中で、概念設計があって詳細設計

があるという形だと思うのですが、この委員会の任務としては概念設計のところ

あたりでよろしいのか、あるいは、さらに具体的な展示内容の細かな部分までい

ろいろ意見を言ってほしいと考えていらっしゃるのか、その辺はいかがなのでし

ょうか。 

 事務局の方で。 

 この検討会は今回が３回目ということで、今回、展示の構成については、まと

めという形でお願いしたいと思っております。これまでもこの検討会と並行して

いろいろな展示についての具体的な設計の検討をやっております。どういう方法

で展示するのか、どういうレイアウトをするのか、どういう中身、どういう文言

で表現するとか、そういったものも含めて、今後、詳細を検討していきたいと思

っております。 

 それらは、３月までに詰めて、そして来年度４月以降は、それをもとに実際の

パネルとか造作物の製作作業を１年かけてやるというスケジュールを考えてお

りますので、先生方に大変ご苦労をかけてしまうかもしれませんが、詳細に詰め

ていく中で、我々が文言表現の案をつくりたいと思っており、それが展示するも

のとして妥当なものか、科学的、事実との整合性、そういったものについてもぜ

ひアドバイスいただきたいと思っております。 

 また、当然、それぞれ専門分野が先生方で異なっておりますので、そういう専

門分野に沿った形で我々もご相談をしたいと思っております。何か１つのことに

ついてすべての先生に見ていただくということではなくて、それぞれの専門分野

のところについてアドバイスいただければと思っておりますし、内容によって

は、他の先生に見ていただいた方がいいというものがあれば、別な方にアドバイ

スいただくということで、これから詳細の設計を進めたいと思っておりますの

で、よろしくお願いいたしたいと思います。 

 ということは、現在の段階ではとにかく大きく見て、特に逸脱しているような

ものがないというか、本当に大事なことはちゃんと入っているというようなこと
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を確認するレベルでよいということですね。言葉の使い方とか見ていると、さっ

き言ったように、生産・出荷・加工などの各段階で測っているなどというのがあ

り、ああいうのを見ると、本当かなと思ったりしてしまう。オーバーオールな観

点でまず今年はいろいろ意見を言えばいいという形ですね。それでよろしいです

か。 

 今、生活環境部の中の環境創造センター整備推進室ということで資料をつくっ

ておりますけれども、今後詳細なものを設計するということになりますと、先ほ

どの例えば食品のモニタリングであれば、県は県でその専門分野の部局がござい

ますので、そこを通した上で、行政として展示するものが正確なものになってい

るかどうかということのチェックは当然入れる予定にしております。その上で、

専門性のあるものについては先生方にもご意見を伺うという形で進めたいと思

っております。 

 よろしくお願いいたします。 

 専門性といってもかなり幅が広いので、我々だけではもちろん賄えないと思い

ますけれども、最終的な展示については、科学性を持ったものをきちんと展示す

るという形にしていただければと思います。したがって、今回は、石田さんの話

だと概念設計という言葉がありましたけれども、項目が抜けていないかとか、全

体の中で必要な展示内容というものには何があるか、そういうところのチェッ

ク、あるいはこういう展示をぜひ入れていく必要があるのではないかというよう

なものについてご指摘いただければと思います。 

 細かいことかもしれませんが、先ほど座長の方から話があった半減期のところ

の手動操作レバーです。半減期だけを説明しようと思うとこのレバーで足りるか

と思うけれども、これで自主的に参加型になっているかというとちょっと難しい

かなという気もします。これは半減期というのはそもそも放射線が何で出るのか

ということにすごく関係していて、要するに、放射性物質は何で放射線を出さな

ければいけないのか、放射線を出すことによって最終的に物質は安定になってい

って、それから先はもう放射線が出ない、放射線の量が半分になるまでにかかる

時間が半減期なんですよというのを何かメッセージとして大きく出せればよい

と思います。例えばある放射性物質があって、そこから放射線がばんばん出てい

るイメージがある。それが安定になるとそこから出なくなる。だんだん放射線を

出すものがなくなっていく。半分になったところが半減期だねと。ここは放射性

物質の減衰というよりも、なぜ放射線が出るのかというところから説明するとう

まく半減期まで説明できるようになるのかなというような気がしました。そうす

ると、うまくこの手動操作レバーみたいなもので理解ができるのではないかなと

思います。細かい点ですが。 

 これはいったんやはり、環境中に出された放射性物質が、何年ぐらいたったら、

放射能が減っていくのかということを皆さんに知らせたいということもあるの

だと思います。そういう意味では、最初のコンセプトにあります放射線ラボの全

体の流れ、とりわけ放射線とは何かという「知る」というテーマの中からどんど

ん踏み出していくという構成はよくできていると思うのですけれども、具体的に
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どうするかというのは、結構難しい問題があって、きちんと相談をして、使用の

方法と適切な材料には何があるのかということを検討する必要があるのだと思

います。 

 たぶん、今、高村先生がおっしゃった話だと、どちらかというとグラフィック

でつくった方がわかりやすい、アニメみたいなものをつくった方がわかりやすい

ということがあると思います。これだけではちょっとわかりにくいというのもあ

りますし、何か適切な表現方法ということもこれから詰める必要があるだろうと

思います。 

 先ほど石田さんからお話がありましたように、言葉としてこれは不適切だとか

間違っているということがあればもちろんご指摘いただいて構いませんけれど

も、いかがでしょう。かなりよく検討はされていたと思うのですが。 

 なるべく展示の具体性を確保していただきたいです。例えば、８ページの「食

品を測る」のところで、「基準値以下は安心であることを伝える」のであれば、

具体的に何がどう安心なのか、なるべく科学的な裏づけと数値の根拠で示さない

と、我々福島県民は、直ちに健康に被害のあるレベルではないという言葉にずい

ぶん踊らされてきたと思うので、なるべく具体的にこうだからこうというふうな

展示ができるといいのではないかと思います。 

 それから、重箱の隅で申し訳ないのですけれども、10ページのコンセプト、「除

く」のねらいのところですけれども、「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なくすために」とありますが、放射性物質はなくならない

ので、これは「人工物由来の」と書けば正確なのでしょうけれども、こういうコ

ンセプトをばんと出してしまうと放射性物質がすべて悪いのだというイメージ

がある。決してそういうことではないと思うので、ただ表現のお話だと思うので

すけれども、ちょっとこの表現がひっかかっていてご検討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。 

 これは少なくても「安心」ではなく「安全」ではないでしょうか。安心という

のはなかなか書けないと思います。科学的に安全だということは書けたとして

も、安心という言葉はなるべく避けた方がいいと思います。今までの歴史的なあ

り方を見て科学的に安全だということは仮に入れたとしても、安心はなかなか難

しい。今のご指摘のとおり放射性物質はなくなりませんので、そういうことも含

めて科学的な表現の仕方とか事実を明確に伝えるということはすごく大切であ

り、これらも含めてこれから一つ一つ整理していく必要があるのだと思います。

ありがとうございました。 

 前に比べたらわかりやすく、体験型になってきたので、子どもたちも参加した

ときに自分の興味を持ったところに行くと思います。壁とか天井とかの活用があ

ると思うのですが、床の活用について、結構、年配の方もそうですが、子どもは

割と下を見たりするんですね、足元を。その辺の活用が何かできるといいと思い

ます。ゲーム感覚でもいいですけれども、先ほどの放射線の見える化というのも、
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たどっていくとここまで来るとこうなんだとかという、そういう床の活用も有り

かなというふうに思いました。 

 あと、私は、椅子とかで座れるところができてよかったなと思っています。他

の展示のところも、座っているからイコール休むのではなく、座っていてよく見

える場所というものがあって、あそこは見ていなかったなとか、またあそこを見

てみようとかという場所にもなると思うんですね。単に休むのではなく、全体の

会場を見渡して全体を眺めることができるというのも、椅子というところにはと

ても重要な意味があるかなと思いますので、その辺のところを考慮していただ

き、せっかく展示したものなので、もうちょっと見やすくするということもいい

のかなと。ただ歩いていると視線が前にしか行かないのです。だから、全体を見

渡せるような何か工夫もあってもいいのかなと思いました。 

 ありがとうございました。よろしいですか、１つの意見ということで。もし答

えが何かあれば。 

 最初のご意見の床の活用なのですけれども、資料のいちばん最後のページ、14

ページの猪苗代町の附属施設で、床を使って猪苗代湖の衛星写真を床に張りつけ

るようなイメージのものをつくっており、田崎委員がご指摘されるのはこういっ

た活用ではないかと思います。 

 現在、交流棟の方では、床をこのように使うということについては具体的に検

討していないので、これから具体的な詳細設計の中で活用できるかどうか検討し

ながら進めていきたいと思います。 

 それから、ベンチと椅子等についても、今ご指摘いただいたのは非常に重要な

お話でございまして、例えば全体を眺められる場所に向けていすを配置すると

か、そういった配置についても考えながら設計の方は進めていきたいと思いま

す。 

 中２階からは、ある程度全体の配置は見えるのですね。 

 見えるようになっています。 

 そこに行くと全体が少し見える。霧箱などは小さな道具になっていますけれど

も、できれば床一面に霧箱を設置して、そこに座っていても見えるような、そん

なイメージを私は持ったりしますが。いかがでしょう。大変大切な施設の使い方

のご指摘をいただきました。その他よろしいでしょうか。 

 もし補足がありましたら最後にまたご意見をいただきます。とりあえず次の方

のご説明をいただくということで、今度は 12ページから 14ページまで、事務局

からご説明をお願いしたいと思います。 

 12ページから説明をさせていただきます。 

 12ページは環境創造ラボのページになってございまして、全体的に展示の内容

について変更はございません。このページの右下に「自然との共生」という展示

コーナーがございますが、前回資料では我々が自然界に与えるインパクトという

観点から説明させていただきましたが、それだけではなくて自然からのインパク

トもあると、前回の検討会で岩田委員の方からご意見をいただきまして、それを

もとに、こちらの記載を少し変えています。例えば、「私たちの行為が自然界に

- 12 - 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

与える影響と、自然界が私たちに与える影響の両面から自然との共生を訴求」し

ていくという内容に変更してございます。 

 右側のイメージデッサンの真ん中に福島県のテーブルがありますが、こちらは

再生可能エネルギー導入への取組という展示コーナーになっておりますが、これ

につきまして、委員の方からご意見をいただいております。「再生可能エネルギ

ーを最大限に活用するとともに、省エネ、エネルギー利用効率の向上・蓄積・需

給管理・融通などを行って、どのようにエネルギーの需給バランスを計っていく

かは非常に重要なテーマであると考えます。日本として、また、福島県として、

温室効果ガス排出抑制の取組と平仄をとりながら、省資源・省エネルギーの取組

をどのように展開していくべきか、来館者に考えていただく情報を提供できるよ

うな場とすることが重要だと考えます」というご意見をいただいております。意

見を踏まえて対応していきたいと考えております。 

 もう１点、ご意見をいただいております。「再生可能エネルギーの導入状況も

よいが、地域の特徴ある貴重種や絶滅種など環境変化で共生を考えられるものを

導入してほしい」というご意見をいただいております。こちらは前回の検討会に

おきましてもご意見をいただいたものになりますが、福島県のマップのようなと

ころに映像を投影して再生可能エネルギー導入への取組を紹介するというコン

テンツを考えておりまして、今回ご意見をいただいた貴重種ですとか絶滅種など

の問題につきましては、先ほど説明させていただきました自然との共生というと

ころの、映像コンテンツの中で取り扱いたいと現状では考えております。 

 12ページにつきまして、もう１点、ご意見をいただきまして、資料の下側の中

央、「循環型社会」というコーナーがございますが、「ゴミ問題に矮小化しないで、

環境問題まで展開できる仕組み（ゲーム）が必要かと思います」というご意見を

いただいております。ご意見のとおり、環境問題まで展開することも必要と考え

ておりますので、意見を踏まえて検討させていただきたいと考えております。 

 続きまして 13 ページをお開きください。13 ページは球体の 360 度シアターの

中２階に設置されているものですが、「未来へのメッセージ」ということで、来

館された方の展示の振り返りであったり、福島の未来への思いをメッセージとし

て発信していただくという展示になってございます。これは前回までと内容的に

変更はございません。 

 最後のページ、16ページをお願いいたします。こちらは各附属施設、大玉村附

属施設と猪苗代町附属施設についてですが、大玉村附属施設については、こちら

のデッサンにありますように、野生生物のはく製や野生生物の現状と人との関わ

りについての映像を流すような展示としてこちらでお示ししてございます。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情報の展

示を考えてございます。 

 こちらでご意見をいただいておりまして、猪苗代町附属施設の方ですが、こう

いったパネルや床面の展示だけではなく、歴史的な環境変化がわかる映像として

紹介するのはどうか、猪苗代湖の淡水魚や特殊な植物についても展示する工夫が

必要である、展示するのはこういった棚だけではなくて、猪苗代や裏磐梯の四季
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田崎委員 

を映像で表現することも検討してほしいというご意見をいただいております。 

 猪苗代町附属施設の展示につきましては、展示の手法としてはパネルによる展

示とさせていただきたいと考えております。いただきましたご意見の展示内容に

つきましては、ご意見を踏まえて今後検討していきたいと考えてございます。 

 最後に、全体として事前にご意見を２つほどいただいておりまして、２つのう

ちの最初につきましては、事故の事実に関する資料のように、いつまでも残す資

料というのはそれでいいのですが、除染ですとか環境問題につきましては、更新

が必要だということがあらかじめわかっておりますので、そういったものについ

ては更新できるような方法での展示が重要になると考えるといったご意見にな

ってございます。これはこちらでもそのように考えておりますので、更新が必要

な点については初めから更新できるような内容の展示をしていきたいと考えて

おります。 

 最後になりますが、環境創造センターはで何をしているかわかることが必要な

ので、研究内容のパネルを展示する場所をどこかに設ける必要があるのではない

かというご意見です。県やＪＡＥＡ、国立環境研究所の各機関における研究内容

のパネル展示につきましては、交流棟にギャラリーロードというところを設けて

ございますので、そちらでパネル展示を行いたいと考えております。 

 説明は以上です。 

 ありがとうございました。 

 12 ページから 14 ページということで、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。 

環境創造ラボの福島の地図は何をするために、立体画像か何かで再生可能エネ

ルギーを置いたりするものなのですか。 

 資料上は緑色になっていますが、実際は白いスクリーンを置きまして、上から

再生可能エネルギーに関するさまざまな地域でのさまざまな取組を下のスクリ

ーンに投影するといったものにいたします。 

 スクリーンですか。例えば福島の気候環境を展示するとか、風力環境を展示す

るとかということによって、それがどういうふうに地熱とか再生可能エネルギー

に関わっていくかという、いろいろなコンテンツが準備できるのではないです

か。また、先ほど田崎さんからあったように、床に置いて、床の上で見えるよう

にしてもいいと思います。フロアにあると上からの目線になってしまうので、下

からの目線で上から展示するということもあると思います。そんなことも含め

て、希少種の問題も出ましたけれども、福島の中にいろいろな財産があるので、

そういうものがどういうところに分布しているのか、動物などもどういうところ

に分布しているのかを示せば、それ自身が「自然環境のいま」につながってくる

と思いますので、スクリーンとして使うのであれば、福島県内の分布みたいなも

のについてコンテンツとしてここに使うのはどうでしょうか。 

 地図を使う意味を明確にしておかないとまずいのかなと思います。 

 いかがでしょうか。 

 この地図に関しては、私のイメージでは、映すということと、上にミニチュア
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でも置くのかなというのもあったんですね。今のお話を聞くと、いろいろなテー

マでここを活用できるのかなと思い、そうすると、この高さとか広さとかによっ

ては見えづらかったり全体が見えなかったりというのが出てくると思うので、そ

の辺の工夫が必要かなと思いました。確かに床にすると、それはみんなが見られ

ます。ですから、いかに活用するかとか、テーマもいくつか決めておかないとい

けないと思います。そのイメージが私としてはわかりづらかったので、もう少し

具体的に教えていただければと思います。 

 この再生可能エネルギー導入の取組という１つのテーマだけのものとして、考

えていたものでございます。平たいテーブルで福島県の形をした白いスクリーン

がありまして、天井から投影機で再生可能エネルギーに関する資源の分布や施設

の分布などを投影するものを考えています。手で覆ったり触ったりすると、そこ

に関する詳しい情報が例えば隣に文字として出てくるというようなものとして

考えております。 

 ということなので、今、意見をいただいたとおり、再生可能エネルギーに限ら

ず、地図上で分布状況や配置といったものを投影するものとして使える可能性は

ございますので、貴重種、野生生物とか、そういったものにも運用は可能かと思

いますので、どういった項目をどういうふうに見せるかということはこれから検

討していきたいと思います。 

 また、床置きにするかテーブル形式にするかということも含めて、検討させて

いただきたいと思います。今のところは手で触るとそこに詳しい情報が出るとい

うことで考えていたので、こういう形式にしておりますが、床にした場合には足

で踏むとか、その場所に行くとか、何か別のアクションもあるかと思いますので、

引き続きこの部分については、先生方からの関心の高い部分でもございますし、

このコーナーのいちばん中心にあるいちばん目立つ展示でもございますので、ど

ういったことができるのか、その辺を少し検討してまいりたいと思います。 

 いかがでしょう。その他。 

 質問ですが、再生可能エネルギーの項目の中には、再生ではないのですけれど

も、火力は入らないのですか。今、たぶん福島県で計画されているのは、小規模

の火力がいちばん多いと思うのですけれども、再生可能エネルギーに限定します

か。 

 先生、バイオチップの話ですか。それとも、例えば石炭火発のようなもの。石

炭火発を入れるか入れないかですか。 

 今、アセスの委員をやっているのですけれども、木質バイオチップを入れる予

定の小規模石炭火力が何件も挙がっているんですね。なので、現状としては、火

力がいちばん福島県内では進められているところだと思うのです。 

 おっしゃるとおり、現在、発電所の建設計画はたくさんありまして、ほとんど

が石炭火力による発電計画かと思います。県で目指しているのは再生可能エネル

ギーの導入促進ということで、それとは違う側面のエネルギー計画が進んでいる

ということなので、原子力に依存しない福島としては石炭火力もあるかとは思い

ますが、県として目指しているのはやはり再生可能エネルギーの大幅な導入促進
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ということでありますので、その展示ということで考えております。火力発電所

についても、高効率の発電所の開発が進められていますから、そのあたりの展示

というのもあり得るかとは思いますが、現状、交流棟の中では再生可能エネルギ

ーということで絞った展示にしたいと考えております。 

 わかりました。では、要望なのですけれども、再生可能エネルギーがうまくい

けばすべてうまくいくというような展示にはしない方がいいと思うんですね。そ

れはそれでいろいろ問題があるので、こうすればすべて原子力の問題が解決する

みたいに来た人が思わないような形がいいかと思います。 

 再生可能エネルギーに関しては、県全体とか国とか、そういったところでやっ

ていると思うのでが、やはり地球温暖化の立場からいうと、各家庭での取組もと

ても重要になってくるので、太陽光も太陽熱もあると思うのですが、地中熱であ

ったりいろいろなものを家庭でも今度取り入れていくことが可能だと思うので、

この壁のところにそういったことを取り入れ、家庭での取組の視点も、入れてい

ただくと、来た人は、大きい環境のテーマに加えて自分の家だったらということ

までつながっていくので、取り入れてほしいなと思いました。 

 今、事務局の方からあった循環型社会の問題、それからごみの問題などもあり

ます。そういう意味では、身近な環境問題からグローバルな問題までできるよう

な、そういうプロセスを考えていくことが必要だと思います。私は、自分がどの

くらいごみを捨てるとどのくらい温暖化が進むかといったシミュレーションで、

科学的に正確でなくても、目安みたいなものは、放射収支をつくったらどうです

か、といった話をしましたけれども、そういう形で結びつくことは必要だと思う

のです。 

 ただ、岩田先生が言ったような二酸化炭素を出すものについては、共生の観点

からいうとかなり重大な問題が出るので、そういう意味では、火発についてはバ

イオチップぐらいのところで再生可能エネルギーを押さえていかないいけない

と思います。また、使い放題のエネルギー社会ができるかというと、それは再生

可能エネルギーでできないのはわかっている話なので、社会全体を変えていくよ

うな流れが必要だと思うのです。そこまでここでは訴求できないと思いますの

で、ただ、そういう未来志向といいますか、まさに創造に向けたメッセージが出

せればいいなと思います。 

 皆さんの意見がいくつかございました。何か事務局の方で。 

 今お話をいただいた中で、家庭の取組等についてでございましたが、お示しし

ている 12 ページの導入展示のところに書いてある環境創造タウンには事業者が

いるだけではなくて、子どもたちや一般家庭を含めた町をここで表現しておりま

して、例えば一般家庭であれば省エネの取組であるとか、タウンには車も走りま

すので、電気自動車といった低炭素社会に向けた車の使い方とか、そういうもの

を環境創造タウンの中でも盛り込みたいと思っております。 

 また、その他の展示の中でも、例えば、循環型社会については、これは一般家

庭から出るゴミの行方について展示するものになっていますから、家庭から出る

段階での取組も含めて展示をしたいと思っています。そういったようにさまざま
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な形で家庭での取組につながるような展示を検討したいと思います。 

 よろしいでしょうか。 

 その他いかがでしょう。今まであまり意見が出なかったのですが、最後の 14

ページはいかがでしょう。この中では直接検討されなかった項目だと思うのです

が、大玉村の施設、動物関係、それから猪苗代関係、この施設についても委員の

皆様から意見があればお願いいたします。 

 大玉村の方は、福島県に生息する野生生物の展示、はく製展示みたいな形にな

っていますけれども、猪苗代の方の施設については、これは衛星マップを置くと

いうだけぐらいで、あとはみんなパネル展示になっています。この施設の目的み

たいなものがあるのですか。環境創造センターの１つの附属施設という形にする

にしては、展示として貧弱すぎる感じがします。予算の都合などもあるかと思い

ますが、いかがですか。 

 大玉村の施設につきましては、現在もある鳥獣保護センターに併設する形で整

備することにしており、県が管理ができる施設でござますし、外部から訪れる見

学者に対応できるようなものにするということで、展示施設を充実したものにな

ってございます。 

 それから、猪苗代町の方の附属施設でございますけれども、こちらの方は、大

玉村附属施設と比べると小さい施設になっておりまして、予算的なものもありま

すけれども、どちらかというと、こちらの施設は訪れた方に対して展示物を見て

いただくというよりは、猪苗代湖ではさまざまな環境保全活動が行われておりま

すので、そういった活動をする際の拠点的な施設として活用していきたいと思っ

ております。そういった意味では、この図面上は出ておりませんけれども、さま

ざまな資材の倉庫や活動する団体が打ち合わせ等をできるようなスペースを設

けようと思っており、その一部として展示も設けるということで進めているとい

うことでございます。 

 ありがとうございました。 

 岩田先生、この辺のところのご意見はございませんか。 

 両方とも放射性物質のモニタリング結果などは公表される場所であるのです

ね。 

データそのものは入れるようになると思うのですが、どちらかというと、いず

れも実際のモニタリング作業、例えば猪苗代町の施設であれば採水をして、それ

らを環境創造センターに持ち込んで分析するという、そういった前線基地のよう

なものとして大玉村・猪苗代町の施設は整備いたしますので、そこで分析したり、

そこで何かデータを取りまとめるとかということは考えておりません。例えば猪

苗代湖の放射性物質の濃度がどうなっているかという情報は展示物の中で見ら

れるようにはしたいと思っております。 

 これは内水面試験場との関係はないのですか。独立しているのですか。 

 内水面試験場とは、直接的な関わりはありません。 

 場所としては、野口英世記念館が 49 号線沿いにありますが、そのすぐそばに

予定しております。ですから湖に非常に近いところです。 
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石田委員 

 全体としてご意見があれば、先ほど全体の意見も出ましたけれども、ここには、

国環研とＪＡＥＡと福島県の環境センターが入るということで、研究的なもの、

あるいは県民に関係するいろいろな環境計測の部分もやられる拠点になると思

いますので、そういうものを含めた内容の展示ということで、交流棟のギャラリ

ーロードも整備して、詳細に知りたければ、研究棟に入っていってのぞくことが

できるというような流れになっていると思うのですが、そういうことも含めて、

ここは抜けていたということがあればご指摘いただければと思いますが、いかが

でしょうか。 

 この３回の会議で、かえって自分がいろいろ勉強させられることが多く、子ど

もたちにどういう放射線教育をしていくかということをいろいろ考えながら出

席していました。 

 子どもたちの放射線教育とか未来の福島の姿を考える施設になれば本当にあ

りがたいと思いますが、そこに行って放射線教育が終わるということになっては

ならないと思っています。最終的には学校できめ細かに教えていくということが

非常に大切だと思っています。その意味では、環境創造センターが１つのきっか

けになっていくとすれば、そのあとのフォローというか、例えば、環境創造セン

ターのホームページで、待ち姿勢ではなく、発信していく施設であってほしいな

と思っています。例えばホームページから福島県の子どもたちにいろいろなメッ

セージや教材を提供するなど、そういうこともやってもらえばありがたいと思い

ます。Ｑ＆Ａという展示がありますが、そこだけではなく、我々教師も子どもた

ちも見てきたことをもとに電話でそこに問い合わせるといったことができると

か、指導資料のような資料をどんどん提供できるようなものも考えていただける

と、各学校での取組がさらに生かされると思うので、そういうことも検討してい

ただけるとありがたいなと思いました。期待しております。 

 どういうふうに説明者を置くのかとか、その辺が重要になってきますので、そ

の人たちにかなりのパワーがあれば、先ほど先生からあったような形で自分たち

がつくった資料を学校に流すとか、あるいは本にして全体に流すとかということ

もできると思いますので、その辺が重要な課題になってくるのかなという感じが

運営の段階ではあると思います。 

 今回の創造センターの中身、展示内容、その項目というものがありますけれど

も、運営に対してはどうするかという、この辺がいちばん重要な課題になってく

ると思いますので、県の方でも考えていただいて、先生からご指摘があったよう

な形で運営できるように、積極的にご努力いただくということで、よろしくお願

いしたいと思います。 

 いかがでしょう。全体をとおして、詳細な設計をするときにこんなところに注

意したらいいというのがあれば発言してもらいたいと思います。特に放射線のと

ころで、いろいろな問題を今回もご指摘いただきましたけれども、この辺のとこ

ろで注意しておかなければならないような課題があれば、最後にご発言いただき

たいと思います。お願いします。 

 大事なことは、わかりやすくということに重きを置くとちょっと事実から外れ
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てしまうことがあるのではないかということを私はちょっと心配するんですね。

確かにわかりやすく説明するというのは非常に大切なことだと思うのですけれ

ども、その辺をいかに事実を歪めないできちんとした紹介ができるか。これは

我々もいろいろな展示を何十年もやってきていますけれども、やはりいちばん難

しいところです。ですから、そういったところに気をつければいいのだと思いま

す。 

 あと、先ほど発言しませんでしたけれども、この展示館全体のテーマの中で重

要なのは再生可能エネルギーだと思います。特に福島県ではこの再生可能エネル

ギーに対してどう取り組んでいくのかというのがかなり大事な話で、事前のコメ

ントでもいろいろ書かせていただきましたけれども、どう原子力を抜きにして安

定したエネルギー供給を保つのかということはすごく大事な話であって、その最

先端の県がやはり福島県だと思います。ですから、福島県に再生可能エネルギー

のことを聞けばかなりのことは答えられるというか、そのくらいの意気込みでこ

の再生可能エネルギー関係の展示内容、ディスプレーはお考えいただけるとあり

がたいなと思います。 

 以上です。 

 先生どうですか。ここでちょっとまとめないといけないものですから、もしあ

ったら出していただきたいのですが。 

 福島県にいる以上、放射性物質と共存しなければいけないのです。だから、恐

れずにどう一緒にやっていけばいいのかという切り口が必要だと思います。そこ

を大事に、完ぺきに遠ざけることは無理なので。自然との共存と一緒ですね。い

かにお互い傷つかずにうまくやっていけるかという道を探しているという流れ

が必要なのではないかと思いました。 

 以上です。 

 ありがとうございました。 

 高村先生、どうですか。全体を通して何か。できれば、健康影響の問題で、あ

る意味では放射線の問題はどうしても健康被害の問題が常に心配されると思う

のですけれども、その辺の観点から何か注意しておかなければならないようなこ

とは、創造センターの展示内容とかそういうことからもしあればお願いしたいと

思います。 

 全体的なことになりますけれども、基本的に、健康影響と、いわゆる環境の問

題、放射能による環境汚染、そして放射線防護、これの関係を明らかにするとい

うことは、どこかで説明が必要になってくると思います。事故初期は、防護のラ

インを超えると健康影響が出るというような論調がありましたが、健康影響から

見ると、いわゆる環境汚染から防護というものがどういうふうな観点でつくられ

ているのか、これは単位も関係してくると思うのですけれども、そういったこと

をきちんと説明してあげるようなところがないと、健康影響だけがぽつんと出て

も、おそらく小学校５年生はそこだけを理解するのは難しいと思いますので、そ

この流れをきちんと入れられるようにすれば、健康影響のフロアはわかりやすく

なるのではないかと思っています。 
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 ありがとうございました。 

 ある意味で全体的に県の構想の中にもありますように、実際にちゃんと測定を

して、その結果を影響という形で表現できるような意見があって、それを防ぐた

めの防護とか除染につながっているという、その流れは非常によくできています

ので、それをうまくつないでいくという作業が非常に重要かなというご指摘だと

思います。 

 田崎さん、どうでしょう。いろいろな課題をご指摘いただきましたけれども。 

 皆さんにいろいろおっしゃっていただいたのですが、でき上がったあとのこと

を少し考えると、いろいろな方に１回ではなくて何回も来ていただいて、来るた

びにいろいろなところの理解を深めていただくということが大事になってくる

と思いますので、別な部屋もあったと思うので、もう少し具体的に知りたいとか、

もっと詳しい話を知りたいとかといった場合には、そちらの部屋で何かお話が聞

けるとか、そういったことで、皆さんの理解度に合わせた対応とか講演会の開催

とか、あるいは何かつくって体験をして持ち帰るとか、そういったことで、何回

も来ていただく工夫をしていただかないと、せっかくつくった施設に１回行った

らもういいですと言われないように、いろいろなテーマとか、あるいは何かしら

足を運んでいただくことができるような機会をたくさんやっていただきたいと

思います。 

 また、いろいろ先生方も、ここだけでわかるわけでもないでしょうから、地域

に帰っての学校の中で教えられるような、そういった教材であるとか、そういっ

たことの支援であったり、あるいは、私たちもなかなか県内からでも行けない場

合には、ホームページの充実ということでは、見やすさとかわかりやすさという

こともホームページ上で必要になりますし、あるいは、変わっていくところも多

分にあると思いますので、その辺をニーズに合わせて、いちばん新しい情報がわ

かるようにしていただきたいなと感じました。 

 ありがとうございました。 

 私からも２～３、お願いがあるのですが、例えば、ここの展示の中で企画展示

みたいなものがやれるのかやれないのか。例えば、除染なら除染問題についての

企画展示をするとか、そういう何かメインを決めて人を集めて、あるいはそのも

のについて集中的にやろうといったことを検討する必要があるのかなと思って

います。それが１つあります。 

 それから、今まで展示の内容についても国際性というものを、今のところ事務

局の方でもそうだと思うのですが、どういうふうに多言語化をするのかというこ

とについて、展示の内容も含めて、まだいろいろ動きがあるのだろうと思います。

この辺についてはやはり方針を明確にしてほしいと思います。 

 ３つ目なのですが、何よりも一番の問題は、インフラの整備だと思います。こ

れは展示の問題と関わりはないのですけれども、例えば郡山に産総研が来て、国

際的な拠点ができるというのだけれども、工業団地にコンビニ一つつくれませ

ん。学生が宿泊するところもないし、あるいは研究者が来ても郡山市街に戻らな

ければいけない。では、バスが何本増えたかといっても増えないという状況だと、
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来る人がいないのです。もちろん、今計画されているように学校がバスをチャー

ターして行くというだけだったらいいのですけれども、それだけの施設にはして

ほしくないと思いますので、インターナショナルに福島の事故というのを世界の

人が見て、安全のための発信ができるような、そういう施設にならなければいけ

ないでしょうし、石田さんがいらっしゃっていますけれども、ＪＡＥＡなどはま

さにそういう意味では最先端の研究をしているわけですから、国際社会の人がい

っぱい来たときに、この展示も含めてインフラをどうするのかという、結構これ

は施設をつくると同時に、どういうふうにインフラをつくるのかというのをぜひ

検討してほしい。これは検討委員会の課題ではないかもしれませんけれども、せ

っかく検討したものが何の意味もなくなってしまうというようなことにつなが

っていきますので、ぜひこれは議長として発言をしておきたいと思います。 

 私からは以上です。その他ございませんでしょうか。――よろしいですか。そ

れでは第３回の検討委員会を一応終わりにしたいと思うのですが、事務局の方か

ら、今後の方向についてご説明をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願

いいたします。 

 本日は大変お忙しい中ご出席いただきまして、さらにはたくさんの貴重なご意

見をいただきまして誠にありがとうございます。 

 前回もお話しさせていただきましたが、環境創造センター、とりわけ交流棟に

つきましては、県民の皆様からの期待というものは非常に高いものがございま

す。その中でも展示の全体構成というのはその肝になるものであると考えており

ます。委員の皆様からご意見なり思いをたくさん頂戴いたしましたので、そうい

ったものが中に反映できるように我々としても仕上げていきたいというふうに

考えておりますので、今後ともよろしくお願いしたいと思います。 

 そこで、今後の予定でございますが、次回の検討会は来年の１月を予定してお

ります。大枠は本日お示しさせていただいたとおりでございますが、今後、各展

示コーナーの詳細、具体的には、先ほど渡邊座長の方からご指摘いただきました

が、科学的に詰めなければならない点が多々ございます。そういったものについ

て詰めていく作業がございますので、次回の検討会まで４カ月ほどございます

が、各委員の皆様と個別に意見なり助言をいただきながら調整を図っていきたい

と考えております。 

 その調整作業で、次回の１月において展示室に係る実施設計の素案を提示させ

ていただきますが、これはかなりボリュームのあるものになるかと思います。そ

れをお示しさせていただきたいと思います。さらに、概念設計をまとめるのが検

討会の役割だというお話がございましたが、その素案をお示しさせていただきま

すので、１月の検討会におきまして、全体をとおして大所高所、さらには専門的

な視点から、ご意見を頂戴いたしまして、来年の３月には展示に係る実施設計と

いう形に持って行きたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

 大枠はできましたが、これからの４カ月が非常に重要だと認識しておりますの

で、引き続きご協力をお願い申し上げまして、事務局からの御礼かたがたごあい
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さつにかえさせていただきたいと思います。本日は誠にありがとうございまし

た。 

 ありがとうございました。 

 先ほど事務局からありましたように、概念設計だけではなく、かなり詳細設計

に我々委員として首を突っ込んでいただきたいというご要望がありましたので、

１月までそれぞれの委員の方に聞くなり、あるいは委員をとおして専門家を紹介

してもらうなりという作業を通じながら詳細設計を詰めていきたいと、そういう

ご意見でございました。ぜひご協力いただきたいと思います。 

 また、次回の検討会までにそういうことをやって、次回の検討会は１月という

ことですので、またご協力のほどお願いしたいと思います。事務局の方につきま

しては、できましたら膨大な資料ですので、今回と同じように前もって資料を提

供していただいて、意見を収集していただくという時間をとっていただければと

いうふうにお願いをしておきたいと思います。 

 それではこれで終わりにしたいと思います。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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