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４－２．原発の町 その３６ 

2019 年 8 月 3 日 筒井哲郎 

福島浜通り 2019 年 7 月 

 

１．浜通り見学旅行 

2019 年 7 月 25 日(木)9 時に登戸駅で、佐藤和宏さんを拾い、筒井夫婦と 3 人で、一路

常磐自動車道を北へ走った。途中、守屋サービスエリアで休憩、昼食は茨城県の北に位置

する中郷サービスエリアでとった。そのまま常磐自動車道を北進し、浪江インターチェン

ジで降りて、南相馬市の海岸近くにある「福島ロボットテストフィールド」へ行った。 

 

２．福島ロボットテストフィールド 

まだ建設途上で、びっくりするような広い敷地に滑走路や、電波制御用の大規模な電波

発信塔が規則正しく林立している（図１）。ホームページには次の紹介文がある1。 

 

福島イノベーション・コースト構想に基づき整備する「福島ロボットテストフィ

ールド」は、物流、インフラ点検、大規模災害などに活用が期待される無人航空

機、災害対応ロボット、自動運転ロボット、水中探査ロボットといった陸・海・

空のフィールドロボットを主対象に、実際の使用環境を拠点内で再現しながら研

究開発、実証試験、性能評価、操縦訓練を行うことができる、世界に類を見ない

一大研究開発拠点です。本拠点は、南相馬市・復興工業団地内の東西約

1,000m、南北約 500m の敷地内に「無人航空機エリア」、「インフラ点検・災

害対応エリア」、「水中・水上ロボットエリア」、「開発基盤エリア」を設ける

とともに、浪江町・棚塩産業団地内に長距離飛行試験のための滑走路を整備する

計画であり、2019 年度末全面開所を予定しています。 

 

 「南相馬ロボット開発拠点をご存知ですか？」という情報シートによると、この研究施

設には防衛省も参加して、「遠隔操縦作業車両システム」を研究するという。地上走行機

器のみならず、空中飛行無人機（ドローン）の開発システムも十分にそろっている。現在

は「災害対策用」を謳っているが、それらを攻撃用と区別するものは紙一重である。 

 福島イノベーション・コースト構想関係閣僚会議決定文書2には、防衛省がこの施設の

利用について検討する旨記載されている。 

 

1 「福島ロボットテストフィールド」https://www.fipo.or.jp/robot/overview/ 

2 「福島イノベーション・コースト構想の今後の方向性」2017 年 7 月 28 日、ｐ.4 

http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-4/Innov/material/13_20171127_sankoshiryo2.pdf 

https://www.fipo.or.jp/robot/overview/
http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-4/Innov/material/13_20171127_sankoshiryo2.pdf
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図１．南相馬市 福島ロボットテストフィールド 

 

３．浪江町の減容化施設 

 福島ロボットテストフィールドの案内書には、南相馬市だけではなくて、浪江町棚塩工

業団地内(海岸沿いで請戸の北側)にも同様のロボットテストフィールドが建設される旨

記載されている3。ついでにそちらも見てみようと考えて、スマホのナビを頼りに向かっ

たが、請戸川北側のフレコンバッグを野積みした広いエリアの海岸堤防工事現場にぶつ

かった。請戸川河口の北岸も南岸も、白い塀に囲まれた除染土壌仮置き場が延々と続いて

いる。その中に請戸小学校の時計塔が建っている。請戸の北側が棚塩であり、海岸の堤防

かさ上げ工事現場にぶつかったので、海岸沿いに北に進めばドローンテストフィールド

へ行けるかと思い、堤防工事用の仮設道路を進んだが、海に突き出た崖に阻まれて行き止

まりになっていた。 

 それではと思い、この海岸近くの浪江町減容化施設の周りをぐるりと一周した。白い塀

に囲まれて設備の模様はほとんどわからなかったが、上方に突き出ている焼却炉は最大

級であった。処理能力は 300ｔ/ｄで、各地の減容化施設の焼却炉の中で最大級である(図

２)。 

 その北の海岸沿いに、白い覆いをした仮設の倉庫が 2 棟建っている。何であるかは表

示がなくてわからなかったが、焼却炉からは高濃度のセシウムを含んだ飛灰が発生して

後々コンクリートで固める必要があるので、いったんそれをドラム缶に詰めてこの倉庫

内に保管しているのではないか、と推測した(図 3)。 

 

 

 

3 パンフレット「福島ロボットテストフィールド」ｐ.8 https://www.fipo.or.jp/robot/media/pdf/robot_test_field.pdf 

https://www.fipo.or.jp/robot/media/pdf/robot_test_field.pdf
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図２．浪江町海岸にある減容化施設 

 

 

図 3．浪江町の減容施設近傍の仮設倉庫と建設中の防波堤 

 

4．富岡町スポーツ施設 

 その後、6 号線を一路南下した。途中、富岡町の丘の上にある役場周辺へ寄り道した。

前回（3 月 28 日から 30 日にかけて浜通りの多数の研究所を回った際に、この役場の向か

いの研究所もお邪魔した。その一角の南側に、広いスポーツ施設のエリアがある。いずれ
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も震災前の原発が順調であった頃に、原発に絡む交付金で建てられたそうだ。野球場、テ

ニスコート、体育館、武道館などがあった。しかし、平日の夕方というせいかもしれない

が、駐車場には車が 10 台程度しかいなかった。 

 

図４．富岡町体育館 

 

図 5．武道館 

 

５．〈ならはスカイアリーナ〉 

 富岡町の南隣が楢葉町で、その町の丘の上に最近できた〈ならはスカイアリーナ〉を見

学にいった。丘の上にガラス張りの外壁が円筒形に見える豪壮なスポーツ施設である。周

辺には、400ｍトラックを備えた陸上競技場、野球場、サッカー場があり、いずれも夜間

照明塔が完備され、芝の手入れも青々と行き届いている。このアリーナは、今年 4 月 13

日にオープンしたばかりで、内外ともピカピカである4。事情通の話では、富岡町との境

に廃棄物直接埋立処分場を受け入れ、楢葉町内に飛灰固化施設を受け入れた御褒美に多

 

4 「ならはスカイアリーナ」 https://www.naraha-skyarena.jp/ 

https://www.naraha-skyarena.jp/
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額の交付金をプレゼントされたのが原資だという。総事業費は約 39 億円、財源の 8 割は

国などの交付金によるという5。この施設は夜 8 時まで営業しており、仕事帰りの若者ら

しい人たちがぼつぼつ車で乗り付けて、駐車場に車を停めていた。この日は木曜日であっ

たが、20 台くらいあり、ナンバープレートは、１/３が、福島以外の都県のものであった。

中を見学させていただいたが、10 人余りがフィットネスルームでトレッドミルの上を走

るなどして汗を流していた。25ｍプールには 3 人ほど、バスケットボールの室内コート

には 5 人ほどが、それぞれ体を動かしていた。いずれも 30 代の体格の良い若者たちで、

県外から働きに来ている単身者たちと見受けた。 

 この施設の管理職員は若い人が多く、制服を着ていて、10 人はいるようであった。休

日の利用率はもっと多いのかもしれないが、豪壮な建物の割には利用者が少ないと感じ

た（図６）。 

 

 

図６．〈ならはスカイアリーナ〉 

 

 そこから、いわき駅前のホテルへ向かった。 

 

６．Ｊヴィレッジホテル 

 翌 26 日（金）9 時にホテルを出て、一路Ｊヴィレッジへ。震災直後、ここのフィール

ドは福島第一事故現場作業員の仮設宿舎がびっしりと林立し、事務所部分は東電の現場

管理事務所として使われ、駐車場は私用車両と汚染構内乗り入れ車両の乗り換え場所に

なり、何千人という被ばく労働者の拠点であった。わたしも初めて構内見学に入った時は、

 

5 「名称『スカイアリーナ』福島・楢葉町が屋内体育施設」『河北新報』2018 年 12 月 6 日 

https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201812/20181206_61052.html 

https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201812/20181206_61052.html
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ここで構内へ入るバスに乗り換えたことがあった。 

 ところが、かつての工事関係者が殺気立って芋の子を洗うように行き来していた雰囲

気とは天地ほどの違いで、豪華なメインビルディング、いかにも寝心地のよさそうな、新

築のホテル用ビル Annex が入口に威容を見せ、その裏のサッカーフィールドに面した東

面には、ガラス張りの張り出しレストランが完備していた6。Ｊヴィレッジホテルは、そ

の週末の 7 月 28 日オープンで、パンフレットには「ワンランク上のホテルライフをお楽

しみください」と書いてあった。中では、大勢の従業員が開業に向けて忙しそうに立ち働

いており、開業を記念して湘南ベルマーレとの記念試合も準備されていた。 

 来年のオリンピックのサッカー会場でもあり、それに先立つ聖火ランナーの出発点で

もあり、という訳で、あらゆる施設がリニューアルされていた（図７）。 

 

 

図７．J ヴィレッジの新築されたアネックス  

 

Ｊヴィレッジを出てから、海岸の方へ車を走らせた。このあたりの除染土壌を詰めたフ

レコンバッグは、さすがにきれいに片付けられていた。富岡駅周辺には、県外からの作業

員が宿泊する簡易ホテルがたくさん新築されていた。生活者の臭いは希薄で、労働者が夜

だけ帰ってくる、単身赴任労働者の町といった雰囲気であった。 

その後、この辺りで唯一の昼食場所「さくらモールとみおか」へ行って、早めの昼食を

とった。このスーパーマーケットの、道路を隔てた北隣に東電の廃炉資料館があり、去る

3 月に、立ち寄ったばかりである7。 

 

6 J-Village スポーツ&コミュニティホテル Ｊヴィレッジ https://www.j-village.jp/hotel/ 

7 東京電力廃炉資料館 http://www.tepco.co.jp/fukushima_hq/decommissioning_ac/ 

https://www.j-village.jp/hotel/
http://www.tepco.co.jp/fukushima_hq/decommissioning_ac/
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７．中間貯蔵施設バスツアー 

 今回の主目的が、中間貯蔵施設内のバスツアーであり、13 時集合に遅れてはいけない

と思い、十分の余裕をもって食堂を出たが、6 号線沿いの看板が、薄い色で分かりにくく、

見過ごして浪江町まで行ってしまった。気が付いてあわてて引き返し、ちょうど定刻に到

着した。 

 10 分ほど受け付け手続き、15 分ほどビデオでの説明、その後 13：30 から 1 時間弱、

中間貯蔵施設の大熊町側の主要施設の脇をマイクロバスで通り抜けるという寸法である。 

マイクロバスは 2 台。それぞれに 10 人余りの見学者と説明者 1 名。バスから降りること

はなかった。中間貯蔵施設は大熊町と双葉町に分かれているが、今回のバスツアーは大熊

町の南半分ほどをジグザグに見学するというルート設定であった。また、現在までに運び

込んだ除染土壌の量は、全体予定量の 24％程度だという説明であり、構内はまだ保管場

所も、受け入れ分級施設も、減容化施設も、建設途上であった。 

 いよいよバスが出発して 6 号線沿いの情報館から海沿いの保管場所に向かうが、途中

は大熊町でも豊かな生活圏であったようで、小学校があり、りっぱな住宅がありといった

町のたたずまいが道路沿いに残っている。その中で点々と、受入分別施設、土壌貯蔵施設、

減容化施設、高濃度廃棄物保管建屋などが建設されつつある。 

 受入分別施設は、フレコンバッグを運んできたダンプトラックから袋を吊り上げて、破

袋機に送り、初め 10ｃｍのスクリーンで分別し、2 段目に２ｃｍのスクリーンで分別す

る。それではじかれたフレコン残渣・可燃物・石ころ（1 段目）と草木・根（2 段目）な

どは可燃物が多いので減容化施設へ送る。残りの土壌は、再生土壌として保管しておいて、

いずれ土木工事の資源として、外部へ搬出して使用するつもりだが当分はこの中間貯蔵

施設内に保管する。 

 

 

図８．大熊町エリアの減容化施設 
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 構内で働いている人の数は 2,000 人、そのほかに構内運搬専用の青いゼッケンをつけ

て走っている土壌運搬トラックが 2,080 台あり、それぞれに運転手が一人いるから、合計

4,080 人が毎日この構内で働いているという。なお、市中からこの中間貯蔵施設へ運ぶダ

ンプトラックは緑のゼッケンをつけている。 

 設備を見て回ると、受入分別施設、減容化施設、高濃度廃棄物保管施設といった工場風

の建物が占める面積はほんのわずかで、敷地面積の大部分を占めているのは分別処理後

の土壌を保管するプール場の土壌保管施設である。そして、そこへ運ぶダンプトラック

（図 11）やコンベヤ（図 10）が大きな機動力を発揮している。つまり、工場で何かの処

理をするという場合、処理装置はほんの一握りの大きさしかなく、原料や製品を移動した

り保管したりする設備が面積の大部分を占めているというのが実態である。労働力の配

分もだいたいそういう機能に比例している。 

 筆者は 1970 年代に製鉄所の粉じん対策設備を設計建設する仕事に従事した経験があ

る。製鉄所の敷地の 1／3 は、原料ヤードで鉱石とコークスを野積みする広大なエリアに

費やされる。中央の約 1／3 は高炉で鉄を作り、転炉で鋼を作るというプロセス（すなわ

ち「製鉄」）に使用される。そして残りの 1／3 は、鋼板や型鋼やに加工される圧延工場と

製品倉庫にあてられる。つまり、工場で何かをするには、プロセスエリアはせいぜい 

1／3 程度で、大半は原料貯蔵エリアや製品貯蔵エリアが占め、人員配置もそれら周辺エ

リアに多くが費やされるということである（付図）。 

 そういう観念でこの施設の態様を見ると無駄が多すぎると思う。生活圏の除染は仕方

がないとして、その後中間貯蔵施設に運び込んでただ積み上げておくだけなら、1 兆円く

らいで済んだと思う。無理に分別や減容化を行って、さらに市中へ戻すという計画を遂行

するために、6 兆円もの予算を立てており、大勢の被ばく労働者を要している。その目的

が、30 年後に中間貯蔵施設を空にして、土壌を県外へ持ち出すという約束を変更せず、

実際は大部分を再利用のために持ち出してしまおうという無謀かつ不合理な計画を立て

ているために、このような無理と無駄を重ねる結果に陥っているのだ。 

 筆者の意見を率直に言えば、分別しないまま 200 年間ここに静かに積んでおいて、

100Bq/kg 近くになるのを待つのが良いと思う。私たちの社会が真に一体感を持っている

ならば、200 年後にコミュニティの再建を、社会総体として実現すればよいと思う。古代

ユダヤの歴史ではバビロン捕囚という悲劇があって、183 年（721BC-538BC）の後に帰

還して国を再建したという歴史がある。「絆」を強調する社会が、そういう構想を持たな

いのは羊頭狗肉である。原発を稼働させて事故のリスクを負担するということはそうい

う時間スケールでしか減衰しない放射性物質を扱うということなのである。 
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図９．土壌保管エリア 

 

 

図 10. 土壌運搬コンベヤ 

 

 

図 11. 構内土壌運搬トラック ゼッケンが青色 
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付図 JFE スチール福山地区配置図（東側約 1/3 が原料ヤード） 

https://www.jfe-steel.co.jp/works/west/west_japan/f_layout.html 

(筆者は 1970 年代の 4 年間この工場の粉じん対策工事の基本設計・詳細設計に従事した) 

 

８．飯舘村 〈道の駅までい館〉 

 中間貯蔵施設の見学が終わったのが 14：30。飯舘村の長泥地区と新設の道の駅が気に

なっていたので、そちらへ車を走らせた。浪江町(268 号線)田村市（399 号線）葛尾村(399

号線)飯舘村というルートを走った。山中の深い緑の森はきれいであった。しかし、飯舘

村へ入る直前の境界付近の線量計は 0.509μSv/h を示していた。また、6 号線沿いの汚染

土壌入りフレコンバッグは片付けられていたが、そこを離れると依然として大量のフレ

コンバッグの山があった。しかし、以前と違うところは、緑色の大きなシートで覆ってあ

ったり、白い塀で囲ってあったりして、以前ほど目立たなくなっていることである。 

 飯舘村へ入って間もなく、東へ向かう長泥へ通じる道があったが、通せんぼしてあり、

行けなかった。それで、一路北に向かって飯舘村中心部へ向かった。 

 村の中心部には役場や公民館があり、以前から何度か来ているが、前庭も建物も申し分

のない豪華さである。さらに 3ｋｍほど北進したところに〈道の駅までい館〉がある。木

https://www.jfe-steel.co.jp/works/west/west_japan/f_layout.html
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造の凝ったデザインの建物であった(図 12)。開業は 2017 年 8 月で、当時住民が集まる場

所が必要と建設主旨が述べられていた。設備は各種の売店、レストランが主体で、内容的

には、各地の道の駅と大きな違いはない。しかし、高い木組みの中央のレストランの部分

は、天井から生花の弦が多数下がっており、内側から見ても豪華であった。私たちはレス

トランでアイスクリームを食べたが、他の客はこの近くで働いているというユニフォー

ム姿の若い 5 人連れの 1 団だけであった。この人たちに聞いたところ、南相馬市に住ん

でいて、仕事があるのでここへ通っているということであった。働いている人が 10 人く

らい、客は 20 人くらいであった。 

 町民のための集会所としては、役場の隣にりっぱな公民館があり、さらにこの道の駅か

ら東へ 1km ほど行ったところに新しい豪華な公民館〈飯舘村交流センター ふれ愛館〉

が 2016 年 8 月に開業したばかりである。建物の維持費の方が心配になる。 

 

 

図 12 飯舘村 〈道の駅までい館〉 

 

 この日はここで終わりにして、常磐自動車道を通っていわき市のホテルへ帰った。この

高速道路の側壁にところどころ放射線量の表示があるが、今回の旅行で見た範囲では、浪

江インターチェンジからならはインターチェンジの間でもっとも高いところは、1.30～

1.50μSv/h であった。 

 

９．広野町児童館 

 7 月 27 日(土)、9 時にいわき市のホテルを出て、広野町のふたば未来学園と児童館の

丘を目指した。未来学園は完成して立派な佇まいであり、広い運動場も 2 面あり、さらに

道路を隔てて向かい側にある広い町営グラウンドもこの学園の生徒たちに開放されてい



12 

 

る。今は夏休みで学校は閑散としているが、居残って運動部の練習をしている生徒たちが

10 人余りいて、町営グラウンド周辺の歩道をランニングしたり、グラウンド内でサッカ

ーの練習をしたりしていた。高校 1 年生の女子生徒と話ができた。近くの寮に入ってい

て、帰省を遅らせて、トレーニングに励んでいるのだという。寮には 100 人ほどの生徒

が入所しており、他県からの生徒も少なくないという。 

 道路を挟んで隣にある広野町児童館は瀟洒な作りで、2 棟が広々した空間を提供してい

る(図 13)。建物の前のモニタリングポストは 0.091μSv/h を示していた。もっともこの

周りは広い範囲が舗装されているから、裏手の草むらでは違うと思われるが。 

 

 

図 13. 広野町児童館 

 

10．大熊町大川原地区イチゴ水耕栽培施設 

 広野町中心部を離れて、大熊町新庁舎を目指した。ここは去る 4 月 14 日に安倍首相を

迎えて開庁式をおこなったばかりである8。ナビに従って一路山裾を目指す。阿武隈高地

がなだらかに海に向かって傾斜している地形に農地と林が交互に現れ、緑が道路にも張

り出す勢いで生い茂っている。これほど緑の多いところは除染しても一雨降ればすぐに

元に戻るだろうと想像される。古いナビには新庁舎などが入っていないから、「大川原地

区主要部」と入れて走ったら、林の中の一本道を進み、道路脇に除染土運搬トラックのタ

イヤをスクリーニングする事務所があって、10 人以上の除染労働者の制服を着た人たち

が働いていた。その脇を通ってしばらく行ったら、除染用の仮設事務所が集中している畑

地へ迷い込んだ。除染土壌の仮置き場で、ここから中間貯蔵施設へ緑のゼッケンのダンプ

トラックで搬送している拠点のようであった。 

 

8 大熊町「新庁舎開庁式を行いました」 https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/somu/10998.html 

https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/somu/10998.html
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その奥に、半透明のプラスチックシートで覆われた巨大な面積を占める倉庫状の建物

があった。その時は、汚染物でも保管する倉庫かと思ったが、後で事情通に聞いたら、大

規模なイチゴ水耕栽培用の施設だという(図 14)。それを紹介する新聞記事によると、今

年 4 月に完成し、この 7 月に初出荷を目指しているとのこと9。8 年後には年間 2 億円の

売り上げを目指すという。社員 8 人、パート従業員 30 人という記事を見て人件費、光熱

費、梱包・出荷などの経費を目算すれば、設備を除いて、とんとんといったところか。被

災地には、限界的な産業が補助金の続く範囲で進出・継続することが少なくないようだ。

たとえば、川内村のケ－スを鳥越晧之氏らのグループが聞き書きした報告書が出版され

ている10。企業進出を促すために、企業立地補助金制度を利用して、設備建設費の 3/4 は

国の資金、1/4 を村が提供して誘致している。それでも、企業側から見ると必要な人材が

集まらないという事情がある。結果として、いつまで続くか分からないという不安がある

とのことである。 

 

 

図 14. 大熊町大川原地区イチゴ水耕栽培施設 

 

11．大熊町新庁舎 

 新庁舎の位置が分からないので、結局先ほど通り過ぎた汚染土壌運搬用ダンプトラッ

クのスクリーニング事務所で聞いてみようと考え、その事務所の脇に車を停めたら、「対

向車が来て危険なので、こちらのスクリーニング場へ車を入れてください」と言われ、ト

ラックが通るルートをぐるりと通らせてもらった。事務所の脇で「新庁舎へ行きたいので

すが道がわからなくて」といったら、「そのまま来た道を戻って、二つ目の信号の左側で

 

9 「イチゴ栽培、最先端で 福島・大熊に植物工場完成 7 月初収穫へ」『福島民友』2019 年 4 月 25 日 

https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201904/20190425_63057.html 

10 鳥越晧之『原発災害と地元コミュニティ―福島県川内村奮闘記』東信堂、2018 年、pp。264-267  

https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201904/20190425_63057.html
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す」。と丁寧に教えてくださった。 

 新庁舎は豪壮で美しく、その敷地全面に広い芝生の庭と駐車場がゆったり配置されて

いて、豪華さに圧倒されてしまった。 

 

 

大熊町新庁舎 

 

 そこを最後に、常磐自動車道に入り、一路東京への帰路に着いた。 

 

12. 感想 

（１）帰還者・非帰還者の割合と消費施設 

 東京新聞 7 月 21 日の記事によると、帰還困難区域を抱える町村の 6 月末での住民帰還

者数は次のようになっている。飯舘村 1,324 人（23.8％）、葛尾村 421 人（29.9％）、浪江

町 1,057 人（6.1％）、大熊町 66 人(0.6%)、富岡町 1,064 人（8.2％）。圧倒的多数が避難

したまま帰って来ていない。その人たちの家賃補助を打ち切った上に、借家に居続ける人

に損害賠償請求するという過酷な扱いをしている。 

 他方、ほんの一握りの帰還者数を擁する町村が、数々の豪華なレクレーション施設やサ

ービス施設を次々に建設している。外部へ避難した大部分の住民には無縁であるし、帰還

者の大半が高齢者であることを考えると、それが帰還住民の需要にマッチしたものとは

考えられない。何でもよいから高価なプレゼントをこれでもかと与えればよいのだ、と考

えているのだろうか。「パンが無ければお菓子を食べれば」といった王妃の言葉を思い出

す。高みからプレゼント攻勢をかける政府当局者は、被災者を同胞と認めているのだろう

か。こういう金に飽かせたハコモノが本当に被災者(居住者・非居住者の両方)にとって役

に立つと思っているのだろうか。 
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（２）除染業務、減容化施設、中間貯蔵施設にかかわる産業界との契約 

 2011 年 11 月に産業界のいわゆるゼネコンや焼却施設建設を業とする企業が集まって、

「除染・廃棄物技術協議会」を設立した(同年 12 月半ばで約 40 社。2018 年 5 月には 64

社)11。設立の趣旨には「民間企業の技術を結集し、円滑な除染・廃棄物処理処分活動を推

進」と謳っている。そして、数々の減容化施設の契約は、特定の企業、もしくは数社から

成る JV が、基本設計、建設、運転、廃炉まで一貫して随意契約で受注している。 

 民間企業が発注する場合はこのような契約形態をとらない。たとえ新規技術が必要な

設備であろうと、初めに基本設計を設計会社あるいはエンジニアリング会社に注文する。

この会社は、基本設計および建設会社に対する発注仕様書を作成し、建設工事中は発注者

の右腕となって建設管理を行う。その対価はおおむね工事全体の 10％程度である。発注

仕様書ができた段階で競争入札を行う。そして、技術内容を満たした上で、最小価格を提

示した会社に建設工事を発注する。運転や廃炉を外注する場合は建設工事とは別の発注

仕様書を作成して、運転に長けた会社に注文する。建設を業とする会社が運転を請け負う

ことは産業界では通常行われない。しかし、減容化施設の契約形態は基本設計、建設、運

転、解体まで、特定の 1 社または JV に丸投げしている。 

 事業全体の発注責任者は環境省である。しかし、このように〈オンブにダッコ〉の発注

形態では発注者が責任を全うすることはできない。誰でも仕事の節目節目で契約仕様と

現実の仕事の結果が一致しているかどうかを現場確認する。金額の支払いをするときに

は、その施工結果が契約条件を満たしているかどうかを確認する。そのような仕事を通じ

て、自分の仕事に通暁した専門家になる。減容化施設の契約形態は、基本設計から運転・

解体に至るまで、1 社または一つの JV(企業共同体)に発注している。これは通常の産業界

の業務分担の常識からも外れている。建設を専門とする会社は運転専門家を抱えていな

い。運転専門のスタッフは通常設備購入事業者が直接雇用する(原発の建設を行うエンジ

ニアリング会社と運転を行う電力会社が違うのと同じ)。建設会社に運転まで頼めば当然

臨時の職員を雇うことになって、金額は高く品質は低いものになってしまう。しかも、環

境省が発注した相手は 20 件以上の企業もしくは JV であり、発注者として統合的な設計

思想や品質管理基準を確立することができなくなる。いわば、言い値で頼んで置きながら、

発注者側の業務基準が無いという状態に陥る。 

 この構造は、原発の規制者と事業者の関係に似ている。国会事故調の黒川委員長が、規

制当局者が事業者の虜になっていると指摘したが、それと同じように事業主体が仕事上

の責任主体となっていない、ということである。この構造は、事故を好機に〈ショックド

クトリン〉を目指す企業体にとっては、格好の標的である。 

 

（３）木質バイオマス発電 

 

11 「除染・廃棄物技術協議会 会員一覧」 http://tacrwm.jp/06_members_enter/pdf/memberslist.pdf 

http://tacrwm.jp/06_members_enter/pdf/memberslist.pdf
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 福島県の森林面積は同県の面積の 71%を占めている12。この部分を除染することはほと

んど無理である。現在、間伐材を使って木質バイオマス発電を進めようとしている。間伐

材は民間の林業会社が集めて、バイオマス発電会社に売る。そういう構造にすると、生活

圏では放射能汚染廃棄物として減容化施設の対象になっていた植物性廃棄物が、有価の

燃料として民間で取引されることになり、環境省は手を汚さなくて済む。これは、環境に

放射能をばらまく結果になる。 

 この種のプラントはすでに田村市で建設されており、他の町村でも計画されている。こ

のことも、市民には知らされないまま実態はどんどん進んでいる。 

 

（４）住民不在の政策 

 福島の地元で進んでいる諸施策は、住民の肉声からかけ離れた内容になっていると思

われる。意思決定のプロセスそのものを改善しなければならないと思う。事故直後に決め

た政策で、その後齟齬が明らかになったものが少なからずある。それはその都度変更しな

ければならない。しかし、責任の所在が不明確で、誰も変更の決定をせずにだらだらと間

違いを拡大している13。 

  

（５）後始末にかかる時間 

 除染にせよ、事故炉の後始末にせよ、放射能の減衰の時間を無視して、人間の都合でさ

っさと片づけることはできない。「オリンピックまで」「30 後に中間貯蔵施設敷地は地権

者に変換する」「事故炉の後始末は 30~40 年後までに片付ける」という政策が決定されて、

現在それに沿って進められている(つもり)のようであるが、放射能が減衰する時間のスパ

ンははるかに長い。その自然の摂理に合わせなければ空回りして無駄な浪費と作業員の

被ばくをもたらす局面が多い。できないことはできないと見極めて、早く軌道修正し、無

駄な動きを止める必要がある。 

 除染は〈移染〉である。放射能がなくなるわけではない。動植物の死骸であれば生分解

して土に還る。今日、海洋中のプラスチック片や大気中の温暖化ガスの蓄積が生活環境を

脅かしている。汚染地域の放射能も表層水や地下水とともに海洋へ流出したり、減容化施

設の煙突から大気中へばらまかれたりしてはいけない。できるだけ静かに集中管理する

のが望ましい。社会調和に腐心する大人たちは、金に飽かせた地元へのサービスを「王様

の衣裳は素晴らしい」とほめたたえているかもしれない。しかし、〈科学〉という名の子

どもの目は「王様は裸だ」と叫んでいる。    

 

12 「都道府県別森林率・人工林率」(2017 年 3 月 31 日現在)林野庁 

http://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/genkyou/h29/1.html 

13 山下祐介「誰も語ろうとしない東日本大震災『復興政策』の大失敗」2016 年 7 月 8 日 

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/49113 

http://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/genkyou/h29/1.html
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/49113

