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2015年 12月 17日 

筒井哲郎 

福島第一事故サイト視察団 

 

１． はじめに 

 12月 7日（月）、超党派国会議員団の「原発ゼロの会」の主催による福島第一原発の事

故サイト視察に、有識者の一人として加えていただいた。その概要をご報告する。 

 「原発ゼロの会」は毎年この時期に事故サイトを視察して、ときどきの現状把握をし、

資源エネルギー庁や原子力規制員会の監督・助成のもとで東電が行っている事故の後始

末に対する国会内審議の参考にしておられる。この日参加された方々は、近藤昭一、阿

部とも子、初鹿明博、逢坂誠二の各議員、同行有識者は、労働問題の専門家である飯田

勝康さんと、原子力市民委員会で技術問題を専門とする私、そして議員秘書のみなさん、

カメラマンで、総勢 11名であった。 

 

２． 往路 

 私は、前日に自家用車でいわき市へ行き、いわき駅に近いビジネスホテルで泊まった。

2日前に原子力資料情報室から借用してきた放射線測定器で、常磐高速道のサービスエリ

アで車を止めるたびに道端の草むらの放射線を測定した。友部 SA、中郷 SA、湯の岳 PA

という具合である。いわき JCT から郡山へ向かう磐越自動車道へ入り、小野 IC で高速

道路を降りた。去る 11月 3日に仙台へ向かった際、避難指示解除準備区域であった阿武

隈高原の川内村を通ったが、帰還を進める川内村の住民は、若い人たちが帰らず、事故

前に生活サービスを依拠していた富岡町が機能しないため、医療などは山道を通って西

隣の小野町へ通っているという事情を読んだので、その山道を一度見学したいと思った

からである（注 1）。 

小野町から川内町を通り富岡町へ東進する県道 36号「小野－富岡線」があるが、その

36号線を辿って川内町役場前（中心部）へ行き、そこからまっすぐ南に走る国道 399号

線を辿っていわき市へ下った（添付地図「放射線測定点」）。小野町の間は 0.1μSv/hであ

ったが、いわき市川前町へ入ってから、道路端より笹原の中へ 5ｍほど踏み込んで測った

ら、0.338μSv/hと出て、この辺りから東の方はやはり子供は住めないのだろうな、と思

った（添付「放射線測定データ」の No.5）。ちなみに、たいていの集落に公式の測定ポス

トが設置されているが、手元の計器で周辺の草むらを測るとだいたい 20％くらい小さめ

の数値が示されている。測定スポットを除染してから据え付けているという話は本当だ

と思った。 

川内村役場から、国道 399 号を辿って、下川内の木戸川沿いに山間の渓流を左に見な

がら走っていたら、道の両側に除染バックを 3 段積みにした仮置き場があった。道路沿

いは 0.3μSv/h 強であったが、計器をバッグの表面から 10ｃｍの距離に近付けると 1.3
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μSv/hを示した（No.9）。やはり、除染作業者は相当に被ばくしているのだろうな、と思

った。峠を越えていわき市小川町の谷沿いの道で車を止めて崖の草むらに向けたら 0.6μ

Sv/h（No.11）。この日最高値であった。福島県の面積の 86％は山林で、そこは除染でき

ない、と聞いているが、やはり、と思う。 

そんなこんなで、早めに宿へ入った。 

 

３． 視察 

月曜日の朝 9時 20分にいわき駅集合。幹事の阿部とも子議員事務所が手配してくださ

ったマイクロバスで Jヴィレッジへ。そこで、東電の案内役の方々が迎えてくださり、1

時間ほど構内作業の現状説明があった。 

わたしは、準備してきた質問状と原子力市民委員会で作った特別レポート「100年以上

隔離保管後の後始末」（注 2）を渡し、後日でも結構だから回答およびコメントをほしい

旨お願いした。 

それから、東電のバスに乗り、現場へ向かった。 

Jヴィレッジを出て 6号線へ出てすぐ、道路の反対側（西側）に建設中の大きな建物が

見えた。これは、国際廃炉研究開発機構（IRID）の楢葉遠隔技術開発センターであるが、

溶け落ちた核燃料を取り出す遠隔ロボットを研究開発するため、これから 1/6スケールの

格納容器を作って様々なロボットの開発実験をするのだという。当然資金は国家予算か

ら支出されるものであって、さまざまな後始末費用がふんだんに費消されている。 

途中 6 号線の海側に、除染ゴミの減容化施設が見えた。大規模な工場建屋の中にすっ

ぽり入っていて煙だけが出ているが、建屋の壁に環境省・鹿島建設・三菱重工の大きな

ロゴマークが描かれているのが印象的であった。 

 

 

 現場管理棟の中へ案内されて、入出門ゲートをくぐり、ホールボディカウンターで体

内被ばく量を測定し、その後白いタイベック、全面マスク、二重靴下、二重手袋などの

身支度をして、金属探知機をくぐり、安全靴、ヘルメットをつけて、構内用のマイクロ

バスに乗った。要所要所でバスを降りて説明を聞いた。 
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 管理棟はいちばん海から遠いところにあり、そこから海沿いの設備に向かう途中には、

たくさんの汚染水タンクが林立している。フランジ型タンクを溶接型に交換中だという。

高台（海抜 35ｍ）の東端から原子炉建屋（地盤は海抜 10ｍ）の方を見ながら説明を聞く。

近くには地下水ドレンポンプがある。その近くに線量計があって、0.769μSv/hという表

示がある。 

 

 

その近くで除染作業を行っている人たちの脇には「ここの放射線量は 0.13ｍSv/h」とい

う標識が立っていた。1 日 6 時間働いたとしたら、20 日間で年間の管理量 15ｍSv/ｙに

達してしまう環境である。 

  

 

その高台の目の前に、激しく壊れた 3 号機の原子炉建屋があり、崖下の地盤に溝を掘っ

て、凍土壁用のブライン配管が真新しく敷設されている。 
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3号機建屋 

 

凍土壁ブライン配管 

 再度バスに乗り、切通しの道路を下って原子炉建屋の陸側の道路をゆっくり走る。3号

機建屋と 4 号機建屋の間のサブドレンポンプを見るために建屋に近づいたら、約 0.5ｍ

Sv/hであった。 

 それから 4 号機建屋を迂回する南側道路を通って海側へ出た。最近できたばかりの海

側遮水壁を見た。手前の陸側にも地下水が浮き上がって水たまりができていた。 

海側遮水壁 

 その後、5号機・6号機建屋の周辺を巡った。構内にはまだまだ震災時のままのがれき

が少なからず手つかずで残されていた。また、集めて裁断処理したがれきも行き場がな

くて、5号機付近の空き地に山のように積み上げられていた。 
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 2時間ほど構内を見学してから、免震重要棟で装備を脱ぎ、幹部の人びとが今も働いて

いるテレビ会議の部屋へ行って、議員団の代表として近藤昭一代議士が励ましの挨拶を

された。 

 夕方 16時過ぎに Jヴィレッジへ戻り、最近設立された東電の福島復興本社の石崎社長

のあいさつを受け、しばらく質疑をして 17時に辞して一行は混雑する 6号線をマイクロ

バスでいわき駅に向かった。このバスの中で、議員さん方と有識者 2 名がこもごもこの

日の感想を述べる動画撮影を行った（注 3）。 

 

４． 「中長期ロードマップ」への代案 

 私が朝提出した特別レポート「100 年以上隔離保管後の後始末」は、今年 4 月 8 日に

東電本社の広報の担当者を訪ねて提出し、後日コメントをもらうようにお願いしたもの

だが、そのままナシのつぶてであった。 

内容としては、放射能の環境流出を最小にするための技術上の代案のほか、プロジェ

クトの全体計画そのもの、すなわち期間の設定および被ばく量や全体のコストについて

の見通しを明示することを提案したものである。 

期間については、現行の政府・東電の福島事故後始末の「中長期ロードマップ」は 30

～40 年と謳っているが、それは定かな計画に基づいた期限ではないと見える。というの

は、六ヶ所再生工場ももんじゅについても同様であるが、数十年という期限をいうとき

は、現在の意思決定に関与した人々はすでに組織から離れているので誰も責任を持たな

い。それだけに、希望的な目標を言って目先の波風を少なくしたいという気持ちになり

がちである。しかし、どの時点においても可能な限り事実に即した見通しを示すのが専

門家の務めである。 

毎年の費用は、公表資料で分かる範囲で、現在年間 8千億円前後を使っている（注 4）。

東電は実質破綻しているので、その費用の大部分は原子力損害賠償・廃炉等支援機構を

通じて国家予算から支給されている。その金額は毎年、単年度予算から支給されるから、

合計のプロジェクトコストはいくらかかるか示されないまま支出されている。どんな仕

事でも、総額の予算を立てることなく成り行き任せに費用を支出していては合理的な業

務管理はできない。 

それに対して、われわれは、労働者の被ばく量と総費用を最小にするための代案を提

示したのである。 

 

５． 帰路 

 その晩もわたしはもう 1 泊した。翌 8 日（火）には浜通りの 6 号線を北上し、汚染の

ひどかった浪江町・飯舘村の北側の阿武隈山中の地域を横切って中通の東北道で東京へ

南下した。 

 その過程と線量測定データは「放射能測定点」と「測定データ」をご覧いただきたい
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が、汚染がひどかった飯舘村の北隣の丸森町が、福島県浜通り同様に汚染されたにもか

かわらず、県境を越えて宮城県であるばかりに、避難区域にも指定されず汚染地域とし

ての配慮がほとんどなされていないという不満をしばしば聞くので、実際どうかという

のを一目見ようと思った訳である。相馬市から丸森町を抜ける阿武隈川の渓谷に沿った

山道は風光明媚で息をのむような紅葉のスポットがあった（写真）。耕野川前バス停付近

の草むら（No20）は、除染したようだが 0.25μSv/hであった。 

 

 その後、国見 IC で、東北道に乗り、福島松川 SA（No.21）、県境を越えて栃木県の那

須高原 SA（No.22）で休みがてら測定したが、035μSv/h 前後で、中通も隣県も決して

低いわけではない。 

 そんなこんなで、3日間の視察旅行を終えた。 

 

６． 資料 

１） 視察要領書 

２） 放射線量測定点 

３） 放射線測定データ 

 

注 1..除本・渡辺編『原発災害はなぜ不均等な復興をもたらすのか』ミネルヴァ書房、2015

年 

注 2..原子力市民委員会特別レポート 1「100年以上隔離管理後の後始末」。政府・東電の「中

長期ロードマップ」に対する代案で、下記の URLで公表している。 

http://www.ccnejapan.com/20150608_CCNE_specialreport.pdf 

注 3.Youtube「第 3回原発ゼロの会 福島第一視察コメント」 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKQrmkyRVHACpk0WAScEH4LRpx5BhfdK9 

注 4.前掲「100年以上隔離管理後の後始末」表 4 

 

 

http://www.ccnejapan.com/20150608_CCNE_specialreport.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKQrmkyRVHACpk0WAScEH4LRpx5BhfdK9
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資料 1 視察要領書 

2015年 11月 26日 

原発ゼロの会事務局 

原発ゼロの会による東京電力福島第一原発視察について 

（事務連絡） 

１． 実施日程   

  2015年 12月 7日（月）終日 

２． 視察参加者（計 11名） 

国会議員（4名）： 近藤昭一衆議院議員、逢坂誠二衆議院議員 

 初鹿明博衆議院議員、阿部知子衆議院議員 

同行有識者（2名）： 筒井哲郎氏（プラント技術者の会） 

 飯田勝泰氏（東京労働安全衛生センター事務局長） 

他 5名（秘書・事務局・撮影担当カメラマン） 

３． 集合・解散、スケジュール概要 

当日の集合・解散ならびにスケジュール概要は以下のとおりです。詳細については

添付の視察スケジュール（東京電力作成）をご覧ください。 

集合： 9:20 JR常磐線いわき駅改札口付近 

※「特急ひたち 1号」（9:18いわき着）以外の手段でお越しの方は事前にお知らせ

下さい。 

9:20～10:20 移動：いわき駅 → Jヴィレッジ（事務局手配バス） 

10:20～11:10 Jヴィレッジ（概要説明・昼食等） 

11:10～11:50 移動：Jヴィレッジ → 福島第一原発（東電手配バス） 

11:50～12:55 WBC受検、防護装備着用等 

12:55～14:15 福島第一原発サイト内視察（詳細は別添） 

14:15～15:10 免震重要棟視察、職員へ挨拶、退域手続き等 

15:10～16:00 大型休憩所視察、WBC受検等 

16:00～16:40 移動：福島第一原発 → Jヴィレッジ（東電手配バス） 

16:40～17:00 質疑応答、出発準備等 

17:00～18:00 移動：Jヴィレッジ → いわき駅（事務局手配バス） 

解散： 18:00 JR常磐線いわき駅 
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資料 2 放射線測定点 
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資料 3 放射線測定データ 

 

 


