
小学校関係者の皆様へ

リプルンふくしま

校外学習向けプログラムのご案内



ごあいさつ

2011年3月11日。東日本大震災により日本はかつてない甚大な被害に見舞われました。

東京電力福島第一原子力発電所の事故で放射性物質に汚染された土壌や廃棄物が
大量に発生したことも、そのひとつです。

いまもなお県内各地に保管されている除去土壌や特定廃棄物などを国が責任をもち
県や市町村と協力しながら、できるだけ早く、安全に、確実に処理を進めています。

福島の環境再生と復興への歩みを、県内の人をはじめ、日本中、世界中の人に伝えていきたい。
地元の方々の毎日のくらしを、安心できるものにしていきたい。
その想いで生まれたのが、「リプルンふくしま」です。

福島の未来を担う学生の方々そして教員の皆さま方にも、

ぜひ本施設で、福島県内の放射性物質に汚染されたごみの処理が

どういう技術をつかって、どのように行われているか、

安全に管理するためにどのような取組が行われているか、

自分たちが暮らす県の状況として、正しく知っていただきたいと思っております。

「汚染廃棄物の処理」は「福島県環境教育等行動計画（改訂）平成30年1月版」においても、

復興の大前提として、環境回復の推進における最優先事項に位置づけられています。

福島県が再び豊かな自然を取り戻していくための、環境回復の歩みの一つを知る手段として

本施設を活用いただき、貴校の環境学習の一助となればと思っております。
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リプルンふくしま 学習領域

社会 家庭科

総合的な
学習

理科

環境回復の推進
持続可能な社会の実現

環境学習

●児童生徒の皆さまが総合的に学び、環境に対する見方や考え方を育んでいただくために
授業の内容については、貴校の学習課題に合わせて、柔軟に対応します。各教科等との連携も可能です。

●また、教員の方向けの見学ツアーの実施や、授業への専門家の派遣にも対応いたします。

環境教育の「環境回復の推進」領域において、放射性物質に汚染された廃棄物の処理を
体験的な学習や問題解決的な学習を取り入れながら学ぶことが可能です。



リプルンふくしまは、双葉郡の生活ごみや、放射性物質に汚染された廃棄物の埋立処分について
「動かし」「さわり」「遊び」ながら、わかりやすく学べる体験型の情報館です

①施設内での展示見学と技術体験教室、②敷地内でのモニタリング体験

③特定廃棄物の埋立処分施設の見学

大きく3つの機能を利用した環境体験学習ができます。

見て、触れて、楽しく学べる体験型情報館

リプルンふくしまとは
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校外学習向けプログラムについて

90分程度の授業を全２回実施。
対象：小学校4年生以上を推奨（来館対象学年に合わせて、内容を変更します）

回数・所要時間の変更は可能ですので、お気軽にご相談ください。

実施
イメージ

●第1回 汚染されたごみの処理について興味をもとう。放射線の基礎知識を学ぼう

●第2回 実際の処分の様子をみてみよう。どんな技術が使われているか体験してみよう

リプルン集合
オリエンテーション

10分

展示見学
30分

モニタリング体験
30分

クイズシートで
振り返り
20分

リプルン集合
オリエンテーション

10分

埋立処分施設の見学
30分

技術体験教室
30分

クイズシートで
振り返り
20分
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施設内での展示見学
展示をよりわかりやすくお伝えするために、解説員による展示解説を実施しています。

ZONE1 ようこそ
1. 環境省からのご挨拶
2. 埋立処分施設リアルタイムモニタリングデータ
3. 汚染廃棄物等処理事業ダイジェスト動画
4. 福島県及び近隣県の空間線量率の推移

ZONE3 埋立処分とは？
1. 埋立対象廃棄物
2. 埋立処分事業の全体像
3. 埋立処分の工程について
4. 搬出準備（電子タグ読み込み体験）
5. 輸送の統括管理（運行監理モニター）
6. セメント固型化処理について（模型）
7. のぞいてみよう！埋立処分施設スコープ
8. 多重の安全対策ウォール
9. 来場者メッセージ・フォトコーナー

ZONE4 安全のために
1. 作業員インタビュー
2. ふれて考える放射線のこと
3. 安全確保への取り組み
4. 放射線測定機器の展示
5. 放射線の基礎知識タッチパネル

ZONE5 地域のこれから
1. 富岡町について・復興トピックス・PR動画
2. 楢葉町について・復興トピックス・PR動画

ZONE2どのように処理していくの？
1.福島県内の汚染廃棄物等の発生経緯と処理フロー
2.汚染廃棄物の種類（実物展示）
3.放射線の豆知識

展示見学
30分



タイトル 内容 体験のポイント 学習指導要領との関連

森の中で放射線
を測ってみよう

リプルンふくしまに隣接するモニタリグフィールド
で、空間線量率の測定を行います。測定後、単位や
値の意味を解説します。

・空間線量率の測定(μSv/h)
・測定結果の比較とそこから考えられ
ること

・放射線教育 放射線の単位、
測り方を知る

・放射線教育 放射線とは

川の水を調べて
みよう

水質モニタリングエリアで採取した水の水質をCOD
パックテストで調べます。 処分施設からの処理水
が流れ込む川と農業用水との比較に加え、水道水や
石鹸水との比較も行います。

・採取した水の水質(COD)をパックテ
ストで測定
・測定結果の比較とそこから考えられ
ること

・小4社会 浄水場の学習
・小5社会 公害と水
・小6 理科

生き物のくらしと環境
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敷地内でのモニタリング体験

モニタリングフィールドで実際に空間線量率などを測ってみよう

モニタリング
体験
30分



8

埋立処分施設の見学
埋⽴処分施設

の⾒学
30分

実際の埋め立ての様子を見てみよう

平成30年10⽉下旬

受入管理～埋立て～トラック退場までの様子を実際に見ていただけます。
より詳しく知りたい場合や現地で出た疑問は、リプルンに戻って展示で復習できます。
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泥水をきれいにしてみよう！形が崩れない
容器の秘密を探ろう！

身の回りの放射線を
測定してみよう！

霧箱で放射線を
観察してみよう！

技術体験教室

埋立技術の模擬体験

放射線の基礎知識

地盤改良用収納容器の大きな特徴
である1点吊りしても形が崩れない
ことなどをミニチュア実験で体感
していただきます。

粘土で水をさえぎる
実験をしてみよう！

ベントナイトという粘土の水を
遮る働きを実験で確かめていた
だきます。

凝集剤を使用して泥水の凝集沈殿
の実験を行い、埋立処分施設でも
浸出水の処理に同じような仕組み
が使われていることを体感してい
ただきます。

自然放射線も観察できる霧箱を
使用して、目には見えない放射
線とその性質を知っていただき
ます。

放射線測定器を使用して、湯の花な
どの身の回りの物から出る放射線量
の測定を行ない放射線が出ているこ
とを実感していただきます。

技術体験教室
30分



タイトル 内容 体験のポイント 学習指導要領との関連

マイクロス
コープで葉脈
を観察しよう

モニタリングフィールド内のさまざ
まな植物の葉を採取し、マイクロス
コープ（デジタル顕微鏡）で観察し
ます。植物の種類ごとに異なる葉脈
を観察し、スケッチを行います

・マイクロスコープによる葉脈
の詳細観察
・葉脈の形と葉の形の比較によ
る、関連性の考察

・小3理科 比較する力を身につける
・小6理科 植物のからだの はたらき
（葉脈）

森の木を観察
してみよう

モニタリングフィールド内の遊歩道
から、森がどのような樹木で構成さ
れているのかなどを観察します。

森の樹木の観察（広葉樹と針葉
樹の割合、多く生えている樹木
調べ、樹木の下の土壌の様子な
ど）

・小4理科 季節といきもの
・小5理科 花から実へ

森の役割を調
べてみよう

森の土壌が持つ水の浄化作用や保水
機能を、森の土壌を模した実験装置
で調べます。

・森の持つさまざまな役割（保
水、浄化等）自然界全体での水
の循環の仕組み。

・小4理科 雨水の行方と地面の様子
・小5理科 ろ過
・小6理科 土地のつくりと変化、土壌
層
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自然実験教室

モニタリングフィールドで森の秘密を発見しよう

自然実験教室
60分



校外学習向けプログラム
の実施にあたって
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リプルンふくしまでの体験学習を、より深い理解と
さらなる探究的な学習につなげていただくため、
児童・生徒の方向けのワークシートをご用意してい
ます。

※データをご提供いたしますので、各学校で印刷し
て事前学習等にお役立てください。

学習ツール
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実施にあたって

・ワークシート
・探検バッグ
・筆記用具
・水筒

●リプルンふくしまでの説明案内はスタッフが担当いたしますが、児童・生徒の引率指導は学校
の先生方にてお願いいたします。

●館内の見学は、ワークシートに記入しながら進めます。各自、探検バッグと筆記用具の持参を
お願いします。

●見学中の様子を見守っていただき、記入の進まない児童・生徒へのサポートのご協力をお願い
いたします。

●特段の配慮が必要な児童・生徒がいらっしゃる場合には、予めご相談ください。

●見学時に館外に出ないようにご指導をお願いします。

当日のお願い

ご用意いただくもの
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「学校見学申し込み書」に必要項目をご記入の上、FAXまたはメールにてお申込みください。
授業の検討にあたって教員の方向け見学ツアーなども実施可能です。

お申込み先

特定廃棄物埋立情報館 リプルンふくしま TEL：0240-23-7781 FAX：0240-23-7782 
（9:00～17:00 月曜休館：月曜日が祝日の場合は翌平日）
E-mail：yoyaku_reprun@env.go.jp（見学等のお申込み専用アドレス）

お申込み内容を確認し、事務局よりご連絡いたします。

日時・内容確定後、授業の資料等の準備のやり取りを随時実施します。
※日程、人数等の都合により、ご希望に沿えない場合がございます。予めご了承ください。

対象学年、授業の枠により、どういう内容にしていくかについて、すり合わせを行います。

お申込みの流れ

学校見学申し込み書の提出

事務局からの連絡

内容のすりあわせ

確定
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Q：入館するのにお金はかかりますか？
A：入館は無料です。駐車も無料です。

Q：貸し切りはできますか？
A：広く皆さまにご覧いただけるよう貸し切りには対応しておりません。

Q：売店はありますか？
A：売店はございません。飲料等については来場前にご自身でご用意をお願いします。

Q：昼食を食べる場所はありますか？
A：コミュニティスペースを共用でご利用いただけます。会議室をご予約いただくと

場所の確保ができ安心です。なお、発生したゴミについてはお持ち帰りをお願い
します。

Q：施設周辺の空間線量率はどれくらいですか？
A：毎日測定していますのでお問合せください。

なお、館内は概ね0.07～0.11μSv／h、駐車場のモニタリングポストで0.10～
0.12μSv／h程度です。

よくある質問
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お車での来館（高速道路／国道6号線から）

常磐自動車道 広野I.C.から 国道6号線を相馬方面へ約15分
上郡山のT字交差点付近です。

常磐自動車道 常磐富岡I.C.から 国道6号線をいわき方面へ約
15分 上郡山のT字交差点付近です。

アクセス

特定廃棄物埋立処分施設
福島県双葉郡富岡町大字上郡山字太田713

リプルンふくしま
福島県双葉郡富岡町大字上郡山字太田526-7

乗用車約20台、大型バス2台

※当駐車場での盗難・事故等につきましては、一切責任を負いかねますのでご了承願います。
※駐車中はエンジンの停止をお願いします。
※駐車場のご利用は開館時間内に限ります。
（開館時間 9:00～17:00 月曜休館 ※月曜日が祝日の場合は翌平日）

リプルンふくしまへのアクセス

所在地

駐車場（無料）


