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を狙ったものであるが、これが放射性セシウムに関して、苗木に与える影響は、軽微であるといえ

る。 

7.  過年度実証事業等の成果の取りまとめ 

7-1 過年度事業の取りまとめ 

7-1-1 目的 

過年度までに、林野庁関連予算において、実施した「森林における除染等実証事業」等の基本的な

調査結果について、森林・林業活動の再開に向けた計画策定に活用するなど、広く利用できるよう判

りやすいフォーマットを作成し、データを整理することを目的とした。 

このため、整理に当たっては、各事業の調査箇所、調査手法等を確認の上、各データが比較可能と

なるように Excel のリスト形式、森林 GIS で使用できるよう、Shape 形式等汎用的な形式で整理し

た。なお、林野庁関連予算において、実施された「森林における除染等実証事業」等は、次に示した

計 114 件の調査が実施されている（表 7－1）。 

表 7－1 実証事業の実施件数 

事業年度 
直轄事業等実施件数 

補助事業実施件数 注） 
研究指導課 業務課 関東森林管理局 

平成 23 年度 1 件   0 件   1 件    ― 

平成 24 年度 2 件   1 件   1 件    14 件（7 県） 

平成 25 年度 3 件   1 件   1 件    13 件（6 県） 

平成 26 年度 6 件   1 件   2 件    11 件（4 県） 

平成 27 年度 7 件   1 件   4 件    10 件（4 県） 

平成 28 年度 10 件   1 件   5 件     7 件（4 県） 

平成 29 年度 6 件   1 件   4 件    4 件（3 県） 

平成 30 年度   3 件  1 件  3 件 3 件（1 県） 

計 38 件   7 件   21 件    62 件（7 県） 

合 計 128 件 

注) 補助事業について、平成 23（2011）年度繰越分は平成 24（2012）年度に含めた。 
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直轄実証事業 

番号 ファイル名 備考 

1 直業 01-07 森林における除染等実証調査委託事業（飯館村）  

2 直局 01-0630 福島県内に所在するレクリエーション森等における空間線量率調査事業 ※ 

3 直局 07-0930 避難指示解除準備区域等内国有林における環境モニタリング調査事業 ※ 

4 直局 10「森林における除染等実証事業」のうち「施業再開に向けた実証事業（川内

村）」 
※ 

5 直局 11「森林における除染等実証事業」のうち「施業再開に向けた実証事業（田村

市）」 
 

6 直局 12-1230「森林における除染等実証事業」のうち「施業再開に向けた実証事業（田

村市・葛尾村）」 
 

7 直局 13「森林における除染等実証事業」のうち「施業再開に向けた実証事業（富岡町・

大熊町）」 
 

8 直局 14-1430「森林における除染等実証事業」のうち「施業再開に向けた実証事業（南

相馬市）」 
 

9 直研 01 森林内における放射性物質の分布状況等に関する調査事業 ※ 

10 直研 02-06 森林内における放射性物質実態把握調査事業  

11 直研 07-1130 森林内における放射性物質拡散防止等技術検証・開発事業のうち「森林施

業等に係わる技術検証・開発事業」 
 

12 直研 12 森林内における放射性物質対策推進のための緊急事業  

13 直研 13-15 避難指示解除準備区域等の林業再生に向けた実証事業（川内村） ※ 

14 直研 16-18 避難指示解除準備区域等の林業再生に向けた実証事業（飯館村） ※ 

15 直研 19-2129 避難指示解除準備区域等の林業再生に向けた実証事業（南相馬市）  

16 直研 22-24 避難指示解除準備区域等の林業再生に向けた実証事業（田村市広葉樹）  

17 直研 25-2529 避難指示解除準備区域等の林業再生に向けた実証事業（田村市針葉樹）  

18 直研 26-27 避難指示解除準備区域等の林業再生に向けた実証事業（葛尾村）  

19 直研 28-2829 避難指示解除準備区域等の林業再生に向けた実証事業（楢葉町）  

20 直研 29-31 避難指示解除準備区域等の林業再生に向けた実証事業（知見活用・計画策定

支援・分析とりまとめ） 
※ 

備考欄の※印は空間線量率データをＧＩＳ化したもの 
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各県補助事業 

番号 ファイル名 備考 

1 補茨 01-05 ほだ場のある森林の効果的な除染方法の実証  

2 補岩 01-07 シイタケ生産現場の環境改善対策効果調査  

3 補宮 01 森林除染実証事業（放射性物質・重点調域外）  

4 補宮 02 森林除染実証事業（放射性物質・4 市町村）  

5 補宮 03-05 放射性物質（森林・竹林・ほだ場）除染効果  

6 補群 01-02 森林における除染等実証事業  

7 補千 01-02 森林における除染等実証事業  

8 補栃 01H24 森林環境保全調査事業  

9 補栃 02H24 きのこ原木林活用促進実証調査  

10 補福 01 きのこ用ほだ場再生事業  

11 補福 02-06 きのこ原木再生事業  

12 補福 07-10 ふくしま森林再生加速化事業  

13 補福 11-14 竹林再生事業  

14 補福 15 しいたけ原木安定供給  

15 補福 16-19 コシアブラによる土壌中の放射性物質除去  

16 補福 20-23 野生きのこ等発生環境再生調査  

17 補福 24-26 シイタケ原木除染システムの実用開発事業  

18 補福 27-29 森林における放射性物質の拡散防止等調査事業  

19 補福 30-3229 森林除染技術開発実証事業  

20 補福 33-3330 シイタケ原木等露地栽培実証事業  

21 補福 34-35 原木シイタケ露地栽培実証事業  
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直轄事業

発注部署 事業年度 No. 件　名 統合№

研指課 H30 直研-1130 森林施業等による放射性物質拡散防止等検証事業 直研-07-1130

研指課 H30 直研-2130 避難指示解除準備区域等の林業再生に向けた実証事業(相馬地区) 直研-19-2130

研指課 H30 直研-31 避難指示解除準備区域等の林業再生に向けた実証事業(分析・取りまとめ) 直研-31

発注部署 事業年度 No. 件　名 統合№

業務課 Ｈ30 直業-07
｢旧避難指示区域における実証等」のうち「除染等実証事業のモニタリング調
査委託事業」（飯館村）

直業-01-07

発注部署 事業年度 No. 件　名 統合№

関東局 H30 直局-0630 福島県内に所在するレクリエーションの森等における空間線量率調査事業 直局-0630

関東局 H30 直局-0730 旧避難指示解除区域等内国有林における環境放射線モニタリング調査事業 直局-0730

関東局 H30 直局-1231 旧避難指示区域における林業再生のための実証事業（飯館村） 直局-1231

補助事業

補助県名 事業年度 No. 件　名 統合№

福島県 H30 補福-3030 森林における放射性物質の拡散防止等調査 補福-3030

福島県 H28～30 補福-36-38 原木しいたけ露地栽培実証事業 補福36～38

福島県 H27-30 補福-39 ほだ木等原木林再生のための実証事業 補福-39

※令和元年度収集分のみ



令和元年度避難指示解除区域等の林業再生に向けた実証事業（分析・取りまとめ） 

144 

 

7-1-2 取りまとめ方法 

前項の実証事業調査の中には、放射性セシウムの分布・動態、放射性セシウムの低減・流出防止

対策技術の開発・検証及び林業再開に向けた対策等について、技術検証・開発試験など多岐にわた

っている。このため、本事業では、 

 

・各事業を俯瞰的に把握可能することを目的として、全事業について取りまとめ概要表を作成し

た。 

・２次利用促進を目的として、実施内容、実施期間、実施項目、GIS データ整備状況等の事業全般

を対象とした調査票、空間線量率測定、放射性セシウム濃度測定の測定方法等の品質を対象とし

た調査票を全事業について作成した。 

・基本的な調査結果等を計画策定に使用できるように調査位置、概要などの情報を GIS 形式、CSV

形式などに整理した。 

 

7-1-3 取りまとめ結果 

取りまとめ表及び諸データは、事業毎にフォルダ分けし、別添資料として外付けハードデスクに

収録した。 
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7-2 GIS 活用マニュアルの作成 

本章で整理した過年度事業データのうち、shp ファイルは GISソフトウェアでの使用が可能である。

これらのファイルを GIS 上で使用することにより、過年度における空間線量率や放射性セシウム濃度

等の分布状況データを図示化することができ、地方自治体による森林計画策定等を作成する際の基礎

資料となることが期待される。そこで、データセットを活用する際の一助となるよう、GIS 活用マニュ

アルを作成した。 

GIS 活用マニュアルは、以下の作成方針にしたがって執筆した。 

 

・マニュアルの使用者は、地方自治体で GIS を普段使いしていない人を想定した。 

・QGIS の詳細な使用方法に関しては、良質な既存の書籍を参考としていただくこととし、本マニュ

アルでは、あくまでもデータセットを扱う際の主要操作について述べることとした。 

・そのため、掲載する内容は①インストール方法、②簡単なデータ表示方法、③印刷方法、をメイン

とした。 

 

作成した GIS 活用マニュアルは巻末資料を参照いただきたい。 

 

  




