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この度、令和３年度福島原子力企業協議会の会長を務めさせて頂きます、日立ＧＥ
ニュークリア・エナジーの伊藤でございます。就任にあたりまして一言ご挨拶申し上げ
ます。
東日本大震災・福島第一原子力発電所の事故から、早いもので10年が経ちました。
この間、浜通り地区でも様々なインフラ整備をはじめ、一部ではありますが除染によ
る避難指示解除も進められるなど、一歩ずつ復興に向けた活動が進められています。
１Ｆは作業環境の改善も大幅に進められる中、様々な汚染水処理対策や３号機燃料
取り出し完了に続き、１・２号機の燃料取り出しに向け準備工事が進められています。
また今年４月には汚染水浄化後の処理水の取扱いに対する政府方針が決定する等、廃炉
工事も新たなステージに進んできております。一方２Ｆについては、６月に県・地元か
らの廃炉措置計画了解を踏まえ、正式に廃炉作業が開始されました。
このような状況下、我々は現場の安全・品質・放射線トラブルの無い管理をしっかり
行い、地域の皆様に安心していただける、継続的な廃炉工事を安全・着実に進めていく
ために、東京電力ホールディングス殿と我々企業協議会が一丸となって協力体制を築き
進めることが大切と考えます。
昨今、コロナ感染状況での制限があり、なかなか交流イベントの実現等も困難な状況
にありますが、会員の皆様に少しでもお役に立てるよう、東京電力ホールディングス殿
と協議会々員の皆様の御協力を頂きながら努力して参りますので、どうぞ宜しくお願い
いたします。
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今回は⽥村郡三春町の環境創造センター交流棟（コミュタン福島）を訪れました。最近いたるところ
で「低炭素化社会」「カーボンニュートラル」「SDGs」といった⾔葉を⽿にしますが、私⾃⾝も最近妙
に経産省（資源エネルギー庁）や環境省のホームページにアクセスする機会が増えたような気がします。
コミュタン福島は、放射線教育の対象の関係から⼩学４・５年⽣を主な来館のターゲットとされている
ようですが、⼀般の⼤⼈の⽅でも有意義な時間を過ごせる様々なコンテンツが取り揃えられています。
こちらの施設は2021年７⽉21⽇で開所５周年を迎えるにあたって、現在施設のリニューアルに向け
て検討がなされています。
皆さんも是⾮この施設に⾜を運んでいただいて、福島の復興を進めるうえで切り離すことができない
放射線の問題、あるいは社会的な情勢を踏まえたエネルギーと地球問題・環境問題について、私たち⼀
⼈⼀⼈が「何ができるのか」を考える（⾃分ごと化する）きっかけにして頂ければと思います。

環境回復･創造の 学びと発信
コミュタン福島は、子どもたち･県民とともにふくしまの未来を創造する

を目指して
対話と共創の場 です。

 ǀǀ触れる地球

 ǀǀ環境創造シアター

惑星 地球 の鼓動を体感

大迫力の映像と音響空間！全球型シアター
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 ǀǀふくしまの環境のいま

 ǀǀ環境創造ラボ
原子力に替わる新しいエネルギーや
エコについて学ぼう!

新しいふくしまの創造に向けて、
まずは ふくしまの今 を知ろう！
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ǀǀふくしまの3.11から
復興に向かうふくしまのあゆみを知ろう！
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＜質問事項及び回答＞
Q1. 「コミュタン福島」はいつ開設されたのですか︖
A1.

平成28年７⽉21⽇に開所しました。

Q2. 「コミュタン福島」はどのような⽬的で開設されたのですか︖
A2.

前例のない原⼦⼒災害からの「環境回復と創造」に向けた取り組みを⾏う総合的な拠点として、「環
境創造センター」が設置されました。その中の、交流棟「コミュタン福島」は体験型の展⽰や学習
プログラムを通して、放射線や環境問題を分かりやすく、より深く学ぶ、そして、それぞれの⽴場
からふくしまの未来を創造し、発信するきっかけとなる場所をめざして開設されました。

Q3.

何故、⽥村郡三春町に開設されたのですか︖

A3.

有識者で構成された検討委員会から⽰された⽴地条件を満⾜していたため、総合的に勘案し、三春
町に開所しました。

Q4. 「コミュタン福島」のコミュタンは何の略称・意味ですか︖
A4.

英語のコミューン（交流）と福島県のマスコットキャラクター「キビタン」を合わせた⾔葉です。
開所前に愛称を公募し、1,612件の応募の中から決定しました。

Q5.

年間どれくらいの⼊館者がいらっしゃいますか︖震災前後、コロナ前後で⼊館者
数に変化はありますか︖

A5.

平成29年度から令和元年度までの間は、年間平均９万⼈以上の⽅にご来館いただきました。
新型コロナ感染症の拡⼤に伴い、来館者数は減少していますが、令和３年７⽉には総来館者数が40
万⼈に達しました。

Q6.

福島県内の⼩学校からの来館状況はどうですか︖何校が来館されていますか︖

A6.

R２年度は約200校に来館いただきました。

Q7.

⼦どもたちの反応、反響どうですか︖

A7.

学校へのアンケート調査では、来館した⼩学⽣で展⽰を理解できるとの回答はほぼ100％となって
おり、わかりやすい、楽しく学べたとの感想をいただいております。

Q8. 「コミュタン福島」は福島県からの委託事業で運営されていると聞きましたが、職員
の⽅はどのような⽅々（放射線の専⾨家︖）で、何名の⽅がいらっしゃいますか︖

A8.

第１種放射線取扱主任者、⼩学校・中学校での教員経験者、英語対応者、⼿話対応者、施設運営経
験者などの多彩なスタッフ（約15名）がシフト勤務しています。

Q9.

⼦どもや⼀般の⽅々を対象としている印象を受けますが、⼀般の⽅々の中でも⽐
較的放射線や環境問題に関わっておられる⽅々を対象とした展⽰内容等は考えて
おられますか︖

A9.

⼦どもや⼀般の⽅にも分かりやすい展⽰となっていますが、放射線や環境に詳しい⽅には、そのご
関⼼事に応じてスタッフが解説を深めるなどの案内対応を⾏っており、多くのご来館をいただいて
おります。また、今後予定している施設リニューアルの検討の中で、より⼀層、幅広い層の⽅々に
興味を持っていただくためのコンテンツを検討していきます。

Q10. 現在あるいは今後、施設の展⽰内容等を変える計画はありますか︖（Q.9に関連）
A10.

R４年度中の展⽰更新を予定し、現在、検討会を設置し、検討しております。
（参考︓http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/298/com-update.html）
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福島水素エネルギー研究フィールド

福島いこいの村なみえ
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請戸漁港

かぼちゃ饅頭

なみえ焼そば

しらす

津 島地区で生まれた名物お菓子。かぼちゃ
の餡がぎっしりと詰まっているのが特徴で
す。入手できる機会が限られている貴重な
一品です。

太麺に濃いめのソース、具は豚肉ともやし
のみ。シンプルながら、半世紀前から地元
で愛され続けるソウルフード。今では代表
的なご当地グルメのひとつとなっています。

請 戸に揚がる「しらす」は浪江の海の特産
品です。しらす干しやちりめんじゃこなど
の加工施設も新設され、請戸のしらすを全
国の人々に届ける仕組みが復活しました。

つしま

うけど

いわきことぶき

おおぼり そ う ま や き

磐城壽

大堀相馬焼

全建屋流失の困難を乗り越え、新
天地で酒造りを再開した鈴木酒造
店の代表銘柄。その味は町民に変
わらず愛され続けてきました。近
は浪江の米と水を使った酒づくり
も開始、ついには町内での生産も
復活します。

江戸元禄時代に生まれ、大堀地区
で守り継がれてきた伝統工芸。20
以上あった窯元のうち、現在では
約半数が県内各地で再開を果たし
ています。青ひび、二重焼き、走
り駒が特徴で、町を代表する特産
品です。

浪江町ガイドブックより引用

よろず相談窓口
福島第一、福島第二原子力発電所での業務に関すること
であれば何でも相談できます。一緒になって解決策を見出
していきたいと考えております。ひとりだけで悩まず、気
軽に相談に訪れていただきたいと思います。

＊よろず相談窓口受付方法
⑴相談室へ直接お越しいただく場合
福島第一 協力企業棟２階 企業協議会事務室
平日10:00 ～12:00、13:00 ～16:00
⑵専用用紙によるよろず相談受付箱へ投稿する場合
よろず相談受付箱は下記の場所に設けてあります
福島第一 企業棟１階南側エレベータ前
福島第二 企業センター厚生棟 １階玄関内

編集後記
令和３年度の福島原子力企業協議会もコロナ禍
での幕開けとなりました。
今年度は昨年度を上回る勢いで感染が拡大し、
オリンピック・パラリンピックが開催された夏場
以降、福島県内でも多くのクラスターが発生する
など、いったいいつになったら終息するのか、自
粛ムードへの疲弊と不安を抱える日々が今もなお
続いています。
しかし、感染が拡大するなかでも、協議会が開
催する教育現場においては、協力企業の方々のコ
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福島原子力企業協議会
〒979-1301
ロナ対策徹底へのご協力により、一人の感染者も
出すことなく現在に至っています。
ワクチン接種の普及が奏功したのか、10月に
入って１日当たりの感染者数が急激に減少傾向に
あります。このまま感染者数が減り続けて、心置
きなくコミュニケーション活動ができる日が待ち
遠しいばかりです。
発行責任者：中島純一

福島県双葉郡大熊町大字
夫沢字北原22番地
TEL：0240-23-6940
FAX：0240-23-6942

