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「炉心溶融隠ぺい」「遮水壁凍結は困難」 

極めつけは「石棺」福島はどうなる！  

                                           

 

 

 

 

  このところ原発に関わるさまざまなニースが飛び交った。「炉心溶融と隠ぺい」「遮水壁、凍結は困

難」「石棺」、この３つの問題の影に何があるのか…。その背景を探った。 

 

 ２０１１年３月、原

子炉が「炉心溶融」に

陥ることは、被災国民

にとってあってはなら

ないことであり、悲劇

的事態であった。 

 しかも、その事実を

“隠し”被害を拡大さ

せた会社が中心となり

「燃料溶融魂・デブリ」

を取り出し、最終処

分場に収めようとし

ている。 

 この超危険物質２５７ﾄﾝが格納容器の何処に

あり、どれほど物理

的性質なのか皆目分

からず毎日４００ﾄﾝ

の冷却水を投入し

て、再臨界(核分裂が

止まり未臨界状態に

なった後に再び臨界

状態になること)を防

止している。日本に

はその技術も能力も

ないことが明らかに成りつつある。米国の処分

地として挙がったユッカマウンテンはラスベガ

スの北西約１６０㌔㍍の砂漠地帯にある。 

日本の国土と将来を思うと

危機感にさいなまれる。 

 押し寄せる千トンの地下

水を「汚染源に近づけない」

ためのものが遮水壁（総延

長１５００㍍深さ３０㍍を凍

結させ水を遮る）である。 

 ところが東電は２０日

「地下水なので、やってみ

なければ分からない部分が

ある」と語ったと言う。 

 ２１日には「完全閉合

など約束していない」と答えている。  

これは事実上の東電のギブアップ宣言だ。 

 ３つの基本である「汚

染水を取り除く」「汚染

源に水に近づけない」

「汚染水をもらさない」

が事実上できなくなり、

デブリ取り出しなど夢の

また夢となった。 

 ここに「石棺」（原子

力損害賠償・廃炉等支

援機構素案）が持ち

上がった背景にあると見ている。私達は改めて

「核と人間は共存出来ない」を主張し続けよう。 

 

 （資料１）「凍結は困難」「石棺」と続いたニュース 

（資料２）世界でも類例を見ない危機にある第一原発 
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 前回は、遮水壁の温度を示す図で「凍土遮水

壁に打開策見えず！」を取り上げた。 

 ２０１３年１１月から工事を開始して、３年

近く経っても“凍土壁”が出来ない状態にある。 

 先月２９日、地元紙で「凍土壁の冷却一部停

止」、今月２０日に東電は「完全凍結は困難」

となり、批判が

集中したため、

今度は「凍結困

難は説明悪かっ

た」と語ってい

た。 

 ところが翌日

の東電交渉では

「完全遮へいな

ど１度も言って

いない！」と開

き直りとも取れ

る発言をしてい

る。 

 この凍土遮水

壁は何が問題で

工事の困難さは

何なのかを見て

みたい。 

今月開かれた検

討会で原子力規

制委員会の更田
ふ け た

委員長代理は「壁

になりきらず“すだれ”のように（隙間だらけ）ち

ょろちょろと地下水が通り抜けているのではな

いか」と指摘している。 

 まず（資料３）は、凍結が特に困難な１～４

号機の配管や電線が入ったトンネル部（以下・ト

レンチ）の「概要」と「詳細」を示したものから

始めよう。「概要」では遮水壁の全体を示すも

ので○印の奧が配管・電線等が入った５つのト

レンチを↑の●印で表した。 

 その↓の下が「詳細」を示したものだ。凍土

壁はトレンチの外径５㍍、６カ所を跨ぐような

形になっている。そこはモルタルが充填されて

いて凍結菅は貫通できないから、その部分は最

初から凍土壁の欠損部分にとなる。（■色■色

部分） 

 非凍結箇所は

合計１２６㎡ 

にもなると言

う。 

 これだけでは

ない。１～４号

機の地下には６

万トンの高濃度

汚染水があり、

これが溢れ出す

のを何としても

抑えなければな

らない。 

 この汚染水、

地下水の量が減

少し過ぎると溢

れ出してしまう

危険がある。 

「凍土壁＋地下

水位管理」が重

要課題になると

いうのだ。 

 この汚染水問題、２０１３年９月７日、安倍

首相はオリンピック委員会総会で「汚染水の状

況はアンダーコントロール（制御）できている。

東京は今からも、これからも何のダメージもな

い…」と語った。これより４日前の３日、汚染

水問題に関する基本方針で「凍土方式の陸側遮

水壁」が決定したのだ。国際公約も福島県民へ

の約束も反故になろうとしている。 

 （資料３）配管トレンチ下部非凍結の影響：非凍結範囲概要 

「凍土壁」の困難さ！ 

「遮へい出来るとは１度も言っていない」の意味 
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 １、２号機共用の排気筒（高さ１２０メートル）

について、２０１８年度から上半分の解体に着

手することを明らかにしていた。 

 ところが２１日の東電交渉の中で解体は「検

討」と大きく後退していることが分かった。 

 原子力規制委員会からは解体を求める意見が

出ていた。 

 地震や津波が襲

えば支柱が破断し

て倒壊する危険が

あるため２０１１

年の過酷事故の

際、原子炉格納容

器の圧力を下げる

ベントで汚染さ

れ、２０１３年の

測定では推定毎時

２５ｼｰﾍﾞﾙﾄあっ

た。（２万５千ミリ

シーベルト）１時

間浴びれば全員が

死亡する高線量

だ。接合部で破断

や変形が計８カ所

確認された。倒壊

すれば、排気筒の

下に蓄積された放

射性物質が飛散す

るばかりか、炉心

溶融した２号機が

破損すれば滞留し

ている放射性物質

のダストが、近隣

に大量の放射性物

質のプルームとし

て流れ出す危険性が指摘されている。 

  原子力規制委員会の更田委員長代理は１９

日に第一原発の巨大津波（東電は襲来する可能性

のある津波の高さを約２６㍍と想定）の備えとし

て、１～４号機の建屋地下にたまっている計６

万トンの高濃度汚染水の処理を加速するよう東

電に迫った。建屋地下汚染水はタンクに貯蔵し

ているものに比べて放射性物質濃度が１０万倍

程度高いことから、津波襲来時の最大リスクは

建屋内の汚染水の外部流出である。「いつまで

もリスクの高止まりは許されない」と延べ、汚

染水の浄化作業を進める上で必要になる千トン

タンク１２０基の増設を求めている。 

 東電では「タンクはいずれ廃棄物になる。よ

くよく検討する必要がある」としている。 

 東電は廃棄した「フランジ型タンク」（鋼材

をボルトでつなぎ合わせた簡易なもので、耐用年数

は約 5 年）千基あるタンクのうち、約３５０基

がこのタイプだ。しかし、このタンク、高濃度

汚染水を入れるとエックス線が発生し、それが

上空に放射され広く地上に振りそぐ「スカイシ

ャイン」という現象が生まれる。その結果、近

隣住民や作業員の被曝線量を増やす結果になっ

ているのだ。 

第一原発 地震・津波対策遅々として進まず！  

１～２号機排気筒 

「解体」から「検討」に後退 

（資料４）１２０㍍の排気筒 

（資料５）一部折損している 

（資料６）腐食している箇所 

遅々として進まない 

地下高濃度汚染水対策 

（資料７）② の６万トンの高濃度汚染水滞留カ所 
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「特殊勤務手当＝危険手当」の未払い問題が表

面化する前、ほとんどの除染労働者の賃金は１

万円前後だった。彼らの多くはインターネット

求人や求人誌、ハローワークなどを通して「１

万円だすから」という形で集められていた。 

 労働者は全国から集められ、北海道、東北、

南は九州、沖縄など産業空洞県からが多く、昔

からの出稼ぎマップとも重なる。一方半数近く

は、地元の人々であり、仮設住宅や借上げ住宅

に入居している避難民や、震災による雇止めで

仕事を失った人、汚染地で農業のできなくなっ

た人、長期の若年層の就職難の若者たちだ。 

 環境省が発注者とし、ゼネコンを元請とした

東電福島第一原発周辺の放射能汚染地域での放

射能除染事業では、そこで働く労働者に、賃金

とは別に１日１万円の「特殊勤務手当＝危険手

当」が直接全額支払われることになっていた。

しかし、ゼネコンによって途中でピンハネされ、

労働者にはその存在さえも知らせず、全く支払

いが行われていない実態が明らかになり、社会

問題になった。 

 「特殊勤務手当＝危険手当」は直接全額除染

労働者に渡されるべきもので、ゼネコンの懐に

入れるなどということは許されない。ゼネコン

は震災特需でぼろ儲けしていたのだ。 

 環境省が「特殊勤務手当＝危険手当」を別に出

していることが明らかになると、一挙に労働組

合への労働相談件数は増えた。組合は、福島県

労働局、ハローワーク、労働基準監督署などと

の行政交渉、労働相談があった業者に次々と団

体交渉を申入れ、元請のゼネコンへも押しかけ

る闘いを始めた。こうした組合の闘いの結果、

福島県労働局は除染の元請業者のゼネコンに対

してアンケート調査を行った。その中で「特殊

勤務手当一万円を必ず払う、賃金は最低賃金以

上にすること、宿所費、食費などを控除する場

合は控除協定を結ぶ」などが明記された。いい

につけ悪いにつけ、福島県労働局の指導によっ

て特殊勤務手当は契約時に明記されることにな

った。 

 賃金は横並びとなり、福島県の最低賃金にあ

わせて５５００～６０００円となり、そこに「特

殊勤務手当＝危険手当」１００００円が付加さ

れた。 しかし、それまで控除されなかった、

宿所費・食費・交通費などが控除されるように

なり、賃金と「特殊勤務手当＝危険手当」で手

取り１２０００～１４０００円が相場として固

定化されていった。結局、相変わらずゼネコン

が「特殊勤務手当」の大半をピンハネしている。 

 除染作業員の「特殊勤務手当＝危険手当」は

現在減額された。居住制限区域と避難指示解除

準備区域の除染作業が対象で、日額６６００円

になった。帰還困難区域の分は従来どおり 1 万

円でそのままだ。「除染作業や放射性物質の自

然減衰により線量が下がり、制限区域と準備区

域は、日中は自由に通行できるほか宿泊も認め

るようになった。避難前の状況に近づいていて

作業員の負担も軽減されていることを考える

と、手当も改定が適当」と言うのが理由だ。そ

れに伴って、賃金＋「特殊勤務手当＝危険手当」

の手取りは減額されている。ところが、元々の

環境省の設計労務単価は大幅にアップされてい

て、元請のゼネコンには増額した労務経費が入

ってきている。 

 「特殊勤務手当＝危険手当」の減額分を賃金ア

ップでカバーできるようになっているのに、上

がっていない。これも丸々元請のゼネコンが懐

に入れているのだ。 

除染労働者の特殊勤務手当を巡る問題と課題 

    フクシマ原発労働者相談センター いわき自由労働組合 桂 武 
 

（資料７）    除染作業 
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 前回は、阿武隈山系、最高峰大瀧根山（1193ｍ）

の分水嶺から２５キロメートル、地下水日量１３

４４トンが第一原発に流れ込み、１～４号機周辺

には千トンが入っている。更に２つの透水層の内、

最下層が「被圧地下水」で噴出する。敷地３５０

万平方メートルには河川、分水界が幾重にもあり

主要部には３本の川が流れ込んでいたことを語っ

た。 

 私の親戚に原発建設が始まった１９６７年（昭

和４２年）にゼネコンの下請けに勤めていた人物が

いた。工事が進むに連れて「あんなところに原発

造れるのかな？」とフッと漏らした言葉が妙に気

になった。 

 後年（資料９）の佐伯正治元東電福島原子力発

電所土木課長の「福島原子力発電所土木工事の概

要」を見てその意味が分かった。 

 それには第一原発の土木工事が「地下水の漏洩」

で難渋したことが書かれていた。 

 その「はじめに」は「第一原発は最大出力４６

万キロワット、原子炉はアメリカ・ゼネラル・エ

レクトリック社（以下ＧＥ社）、着工は昭和４１年

１２月１日、運転開始は同４５年１０月１日の予

定。立地、大熊町、双葉町にまたがる２９７万

m2（９０万坪）。工事のうち原子炉建屋、タービン

建屋、廃棄物処理建屋およびコントロールエリア

(統括部門)などの主要建物は当社では未経験なの

で設計、施行、据付、運転開始まで、すべてＧＥ

社の責任において完成するターンキィ方式を採

用」とある。同方式は「鍵を回せばすぐに使える」

という意味で、すぐに稼働できる状態で顧客に納

品するシステムのことである。この方式は後に様

々な問題を引き起こすことになる。 

 

東電福島第一原発の現状 Ｎｏ３ 

（資料８） １９６７年１号機工事開始当時 

（資料９）  福島原子力発電所土木工事の概要 

（資料１０）発電所一般平面図および施行基面図 
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 １７日「放射能とヨウ素・原発事故現場の実態」

を学んだ。浮き彫りにされた課題は、国・県が線

量の低下を前提に、帰還政策を進めている現状か

ら程遠い実態にある。 特に、事故現場、荒れ果

てた故郷、放射能被害から子

供たちを守るのに見逃されて

はならない多くの問題が示さ

れた。原発から６０キロ圏の

郡山市で「放射能から子ども

と市民を守る連絡会」「我が

家の計測運動」の活動を通じ

て５年間、市内を５地区で計

測を続けている上遠野武さ

んより市の状況と汚染度の

問題の報告を受けた。 

 三春町の佐久間寛さんは

25 年前、8 万円を投じて放射

能測定器を買って、地震のた

びに測定して、安全を確認

し 20 年が過ぎた 2011 年 3

月 15 日、放射能急上昇を捉

え「風がこっち向きだ、雨

も降りそうだ」と役場にメ

ールを送りました。そのデ

ーターがこの日の三春町の

ヨウ素剤配布が時宜を得ていたことの唯一の証拠

なった、という市民科学者の声に聞き入った。 

 事故直後から双葉郡内をくまなく歩き被災地の

現状を写真に収め、住民の苦しみ動植物の異常さ

を写真を通して訴える三春町の飛田晋秀さんの

話には原発の現状に危機感をつのらせた。 

 地球規模の地殻変動期と日本列島の現状。排気

塔倒壊の危機、止まらない地下水と汚染水、凍ら

ない凍土壁、被ばく労働など事故収束のめどが立

っていない状況を石丸小四郎さんが語った。それ

ぞれの探求心に心から拍手を送った。討論では石

川県からこの日のためにわざわざ来られた川上

先生（医師）の提言と助言を学び意義ある一日が

終わった。            千葉親子 

  ２１日、先に提出した要請・抗議文に対する見

解による話し合いが行われた。 

 

質問１ 事故後５年間「炉心溶融マニュアル」の

存在を隠ぺいした組織的経過を明らかに

すること。 

回答 「炉心溶融の用語の定義が定まらなかっ

た」と説明していたが説明が不十分であっ

たことと誤った説明を繰り返したことは

深く反省している。 

質問２ トリチウム汚染水の海洋放出計画は中

止し、広く市民説明会を開催すること。 

回答  トリチウムの選択肢が複数取りまとめ

られたが、処理方法は決定したものではな

い。 国の有識者、関係者の協議を行って

まいる考え方である。 

質問３ ２０１５年災害発生状況、特に「熱中症」

の防止対策を示すこと。 

回答  熱中症の発症年代別を見ると２０代、３

０代が全体の７５％を占めている。また発

症者の８３％が経験１年以内である。無理

をして熱中症にかかる傾向など「教育・順

応」を考えたい。 

 最後に排気筒を２０１８年度から解体撤去方

針だったが「検討」に変わったことに対し次回、

再度回答を求めて終了した。 

第１４回 事故収束･労働者被ばく 

ワーキング・グループ（ＷＧ）学習会開催！  

    東電交渉 

 「炉心溶融」隠ぺいを追及 

  上遠野 武さん 

  佐久間 寛さん 

   飛田 晋秀さん 

（資料１１）   東電渉外担当者職員 

                   出   典 

・（資料１）福島民友、同民報、毎日・（資料２）毎日新聞 2016.4.25 

・（資料３～６）東電ＨＰ、 

・（資料７）福島民報 2016.7.23・（資料８）第一原子力発電所の歩み 

・（資料９～10）福島原子力発電所土木工事の概要～佐伯正治   元東

電福島原子力発電所土木課長～ 


