
出 張 報 告 

報告日   令和元年１１月１１日 

会 派 名  柏崎の風 

報告者氏名 柄沢 均、星野 正仁、春川 敏浩、山本 博文、阿部 基、白川 正志、田邉 優香 

種 別 ■調査研究（□行政視察）  □研修会  □要請・陳情  □各種会議 

用 務 福島視察１日目：福島第一原子力発電所 視察 

日 時 令和元年１０月２８日（月）１３：３０～１７：００ 

場 所 

（会場） 
福島県双葉郡大熊町 

調査項目等 廃炉作業の現状と今後の対応 

概 要 ■福島第一原子力発電所 

 対応者：東京電力ホールディングス株式会社 

     執行役員福島第一廃炉推進カンパニー・シニアバイスプレジデント 

師尾直登氏 

     福島第一廃炉推進カンパニー廃炉コミュニケーションセンター 

視察コミュニケーショングループ 碓井天津博氏 

○廃炉資料館 

・シアター上映 

（地震発生から原子力事故とその対応） 

○協力企業棟会議室 

・挨拶、本人確認、 

概要・ルート・入構案内等説明 

① １～４号機の状況 

② 港湾内外の放射性物質濃度の変化 

③ 汚染水と原子炉循環冷却の概念図 

④ 「汚染水対策」の３つの基本方針 

⑤ 重層的な汚染水対策に伴う汚染水発生 

量の低減 

⑥ 労働環境の改善 

⑦ 中長期ロードマップ改訂・燃料デブリ 

  取り出しに向けた取り組み 

・上映ビデオ（福島原子力発電所は今） 



○福島第一原子力発電所 

・構内視察 

① 既設多核種除去設備（既設ＡＬＰＳ） 

② 増設多核種除去設備（増設ＡＬＰＳ） 

③ １～４号機 外観確認 

④ 地下水バイパス設備 

⑤ ４号機原子炉建屋前 

⑥ 陸側凍土遮水壁設備 

⑦ サブドレン設備 

⑧ 物揚げ場、海側設備 

⑨ ６号機 非常用ディーゼル発電機 

⑩ 雑個体廃棄物焼却設備 

⑪ サブドレン浄化設備 

⑫ 固体廃棄物貯蔵棟（第９棟） 

⑬ 乾式キャスク仮保管設備 

⑭ 免震重要棟 

⑮ 高性能多核種除去（高性能ＡＬＰＳ）設備 

所 感 等  【柄沢 均】 

道中、以前にあった除染で発生した黒いトンパックは見えることも少なく、バリケ

ードで閉鎖されている地区も狭まってきていることが感じられた。構内では１～４号

機の海側を通ることができたが、まだ事故当時の姿が見えるところがある。一方で新

事務本館を始め各施設の建設、汚染水対策など、環境の整備が進んでおり、放射線量

の低減による軽装備化も実現されている。高度な技術や科学による廃炉作業が進めら

れている。地元企業による排気筒の解体や、建屋の状況把握などのロボット技術は、

柏崎でも実現できる廃炉産業のひとつとして期待できる。調査研究に取り組みたい。 

【星野 正仁】 

発電所の近隣の様子だが、３年前と大きく町が変わっていた。復興が進んでいるこ

とを目で確認し実感した。今後もさらに進んでいく事を祈念する。原子力発電所１Ｆ

の様子だが、何より３年前と違ったのは汚染水の貯蔵のタンクの数の多さに驚いた。

早期の対応策の構築が望まれると考える。そして、1～4 号機の様子だが、様々な研究

により順調に廃炉作業が進んでいるのを確認してきた。更に多くの新技術開発により

廃炉作業が進むことの説明を受け確認してきた。その技術が他の廃炉予定の発電所で

活用されることを期待する。 

【春川 敏浩】 

事故以来 3 回目の視察となった。帰還困難区域においては以前変わり果てた状況を

確認したが、除染作業は確実に進んでいる。廃炉作業は進捗しており、バスからの構

内視察であったが線量も 0.01ｍ㏜と極めて少なく、作業員の方々の作業服も以前と打

って変わり軽装であった。ビデオ上映により、1 号機の燃料デブリの取り出しについ

てどのように取り出すか注視した。やはり我が国のロボット技術力の高いことが分か

った。こうした技術開発は今後、廃炉に向けてより高度なものとなることに期待する。



【山本 博文】 

福島第一原子力発電所の廃炉に向けての取り組みを視察した。１号機から４号機の

そばをバスで通り間近で廃炉作業を目の当たりにした。３号機、４号機には以前はな

かったドーム型の屋根や号機ごとに囲いで覆われており、作業が進んでいると感じ

た。今までに見たことがない７５０トン級の大型クレーンが立ち、遠隔操作にて作業

が行われていた。そして、汚染水の貯蔵タンクが所狭しに立ち並んでおり、フランジ

型タンクから溶接型タンクに代えられていました。又、構内の移動手段を効率的にす

るため自動運転 EV バスが活用されていたり、地元食材を使った給食も提供されてい

たりしており、今後の柏崎刈羽原発にも提案していきたい。 

【阿部 基】 

現在の福島第一原子力発電所構内を視察させて頂き、以前に比べて汚染水漏れ対策

によるタンクの改善が見られたが、明らかに多くなっていた。構内では軽装備にて視

察が可能となるほどに除染作業が進んでいたが、地震により電源喪失の要因の一つと

なった鉄塔の倒壊現場が草に覆われていて時の流れを痛感させられた。しかし、着実

に廃炉に向けての作業が進んでいることを確認できた。今回、福島第一原子力発電所

を見ることにより、柏崎刈羽原子力発電所において、安全第一に進めなければならな

いと再確認した。 

【白川 正志】 

廃炉産業の可能性を見極める参考にできればと考え、現場や従事されている方々に

直接触れる機会として視察に臨んだ。炉心溶融や水素爆発が発生してしまった特殊な

ケースとなる原子力発電所のため、長期にわたる工程設定をお聴きし、多様な作業そ

のものが見通せない試行錯誤の繰り返しなのだろうと改めて実感させられた。地元企

業の廃炉に関わる仕事への発注予定状況を質問させてもらい、五次下請けまでの実態

があり、儲ける視点では東芝・日立・GE からより上位での受注獲得ができる実力と

実績を重ねていけるかが問われ、特殊な先行投資や新たな挑戦の必要性も感じた。 

【田邉 優香】 

初めて福島第一原子力発電所を視察させてもらい、被害がどれほど甚大だったのか

を痛感した。被害があってから 8 年という月日がながれ、その中で除染作業も進み、

原子力構内の作業員や外で働く方々も、私たちも軽装で視察できるようにはなってい

たが、その一方で手付かずの民家や田畑があったであろう場所も草木が生茂り、時の

流れの虚しさも同時に感じた。柏崎刈羽原子力発電の今後の在り方も考えさせられ、

今あるものの有効活用も安全第一でもちろん大事だが、それに成り代わる新エネルギ

ーの存在もスピードをもって考えていかなければいけない時に来ているのではない

かと感じた。 

 



出 張 報 告 

報告日   令和元年１１月１１日 

会 派 名  柏崎の風 

報告者氏名 
柄沢 均、斎木 裕司、星野 正仁、春川 敏浩、山本 博文、阿部 基、白川 正志、 

田邉 優香 

種 別 ■調査研究（■行政視察）  □研修会  □要請・陳情  □各種会議 

用 務 
福島視察２日目：楢葉遠隔技術開発センター、廃炉国際共同研究センター、 

福島水素エネルギー研究フィールド 

日 時 令和元年１０月２９日（火）９：３０～１６：３０ 

場 所 

（会場） 
福島県双葉郡楢葉町、双葉郡富岡町、双葉郡浪江町 

調査項目等 廃炉のための研究開発 水素エネルギーシステムの研究開発 

概 要 ■楢葉遠隔技術開発センター（９：３０～１１：００） 

対応者：国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 福島研究開発部門 

      楢葉遠隔技術開発センター センター長 石原正博氏 

○研究管理棟 

・概要説明 

 福島第一原子力発電所の廃止措置や災害対応等のための遠隔操作機器（ロ

ボット等）の開発・実証実験が行える施設 

・没入型バーチャルリアリティー（ＶＲ）システム体験 

ＶＲ（仮想現実）を用いて、あたかも１Ｆ現場にいる感覚を体験できるシス

テム 

○試験棟見学 

実規模実証試験エリア 

・実規模の試験体を設置 

要素試験エリア 

・ロボット試験用水槽 

 水中ロボットの実証実験に必要な水中環 

境を模擬する円筒型水槽 

・モックアップ階段 

 １Ｆ原子炉建屋内の様々な階段を模擬することが可能 

・モーションキャプチャ 

 広い空間領域でドローン及びロボット等の動作を定量的に計測すること 

が可能 



■廃炉国際共同研究センター（１３：３０～１４：３０） 

 対応者：国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 福島研究開発部門 

      廃炉国際共同研究センター センター長代理 木村貴海氏 

○廃炉国際共同研究センターの概要説明 

・廃炉国際共同研究センターでの具体的な取り組み 

○国際共同研究棟で実施中の研究見学 

 ・レーザー遠隔分析技術に関する研究 

 ・放射線微粒子の挙動解明 

 ・放射線可視化検出技術 

 ・プラント内線源・線量率分布評価手法 

・含水廃棄物の保管安全技術開発 

・ＢＷＲ炉燃料破損メカニズムの解明 

■福島水素エネルギー研究フィールド（１５：３０～１６：３０） 

 対応者：福島県浪江町役場 産業振興課 主幹 渡邊知也氏 

○浪江町棚塩産業団地事業見学 

・１万ｋＷの水素製造装置を備えた水素エネルギーシステム 

 ・プロジェクトの特徴 

 ① 再生可能エネルギーから水素を 

製造することで、ＣＯ₂排出量を削減 

 ② １日の水素製造量で、約１５０世帯 

（１ヵ月分）の電力を供給、または 

５６０台のＦＣＶに水素を充填できる 

 ③ 再生可能エネルギーの利用拡大を実現 

所 感 等  【柄沢 均】 

楢葉遠隔技術開発センターで行われているＶＲシステムやロボット、ドローンなど

の研究は１Ｆの廃炉には欠かせない技術であるが、全ての原子力発電所の廃炉につな

がる技術である。柏崎でも展開されるべき研究であり、必要な施設であると考える。

廃炉国際共同研究センターで行われている放射線可視化検出技術なども今後の廃炉

作業に有効である。福島水素エネルギー研究フィールドでの水素製造も含め、柏崎で

の新技術や新エネルギーでの産業創出に対して大きな要素があり、参考にしたい。 

【斎木 裕司】 

私が議長をしている時、2012 年度予算の常任委員会を審議している最中に震度７

の東日本大震災が発生した。予算審議は中止。当局の部課長は、柏崎市への避難民の

対応、福島県双葉町民が柏崎市に避難する情報等で混乱を極めた。予算は執行する時

に審議する事を決めたが、反対する議員もいた。被災地には翌年から 4 度訪問して来

た。廃炉に向けた研究開発や水素エネルギーシステムの研究開発が、国内外の英知を

結集する拠点として確実に前進している事を確信した。 

【星野 正仁】 

楢葉遠隔技術開発センターで特に驚かされたのは、没入型ＶＲシステムである。各

号機を再現し、その中にいるような感覚で作業計画や訓練が出来、廃止措置作業の効

率化や作業員の被ばく軽減に役立てている。ロボットの研究は様々な角度から人間で



は近づけなく所に対応するよう研究され、大学や高専の学生と連携し人材育成にも寄

与されている。廃炉国際共同研究センターでは特に目を引いたのはレーザー遠隔分析

技術開発である。この技術が様々な分野で活用されることを期待する。 

【春川 敏浩】 

福島原発の過酷事故により、被災した楢葉町・富岡町・大熊町、そして三春町・南

相馬市に「国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構」を立ち上げ、国内唯一の原

子力の総合研究機関としてそれぞれセンターでの研究開発が進められていることを

実感した。中でも楢葉遠隔技術開発センターでは、研究管理棟と試験棟（幅 80Ｍ×奥

行 60Ｍ×高さ 40Ｍ）の試験棟に原子炉格納容器漏えい箇所の補修技術実規模試験を

既に終了しているが実施した経緯があり、ロボット技術による技術が廃炉作業には欠

かせない。 

【山本 博文】 

基本的に福島第一原子力発電所の廃炉のための研究開発がメインで、まだどの施設

も新しく、特に驚いたのは、楢葉遠隔技術開発センターの VR 開発と原子炉格納容器

と同じものを作り格納容器漏えい箇所の補修技術実規模試験を行うなど今後実際に

行われるだろうという、廃炉の技術開発であった。雇用にはあまりつながらないが経

済効果として、高専や大学の研究室などの宿泊や飲食などの需要につながっていると

説明された。今後柏崎市で生かしていければと考えた。 

【阿部 基】 

福島第一原子力発電所の廃炉に向けての取り組みとして、遠隔技術開発センターや

廃炉国際共同研究センターを視察させて頂いた。これらのセンターは福島第一原子力

発電所の廃炉に特化した技術開発ではあるが、最先端の技術であるとともに、国、県

をあげての人材育成であり、福島の復興に力強い後押しだと感じた。また、この技術

は廃炉だけではなく、新たな産業に結び付けることができるものであり、費用対効果

など、深く研究する必要があると感じた。 

【白川 正志】 

開発・研究センター、研究フィールドが近隣に集約されている価値が、今後さらに

高まっていくと感じる。人的交流も含めて複合的・総合的に開発・研究の成果が異質

の組合せとなり、実際の現場で活用されていくものと考える。楢葉遠隔技術開発セン

ターにおける実規模実証試験エリアの大きさを目の当たりにし、費用をかけて実モデ

ルでの検証を要する高線量下の非常に困難な作業が数多く待ち受けていることが予

測される。知恵や労力、開発費は新エネルギー開発に向けたいと改めて考えさせられ

た。 

【田邉 優香】 

三つの施設を見学し、新エネルギーやロボット開発がこれからは必要になってくる

のだと感じた。楢葉遠隔技術開発センターでは、VR を使用して福島第一の原子炉建

屋内にいるような感覚で作業計画や訓練を行うことができる。これからの廃止措置に

大変役立つだろうと感じた。また作業員の被ばく低減にもつながる。柏崎市において

廃炉を考えたときに VR 利用やロボット技術の開発、研究ということも視野に入れ新

しい産業を生み出せるのではないかと考える。 

 



出 張 報 告 

報告日   令和元年１１月１１日 

会 派 名  柏崎の風 

報告者氏名 
柄沢 均、斎木 裕司、星野 正仁、春川 敏浩、山本 博文、阿部 基、白川 正志、 

田邉 優香 

種 別 ■調査研究（□行政視察）  □研修会  □要請・陳情  □各種会議 

用 務 福島視察３日目：福島ロボットテストフィールド、福島環境安全センター 

日 時 令和元年１０月３０日（水）９：３０～１１：３０ 

場 所 

（会場） 
福島県南相馬市 

調査項目等 ロボット研究開発、復興・再生に向けた環境回復に係る研究開発 

概 要 ■福島ロボットテストフィールド（９：３０～１０：２０） 

 対応者：公益財団法人 福島イノベーション・コースト構想推進機構 

      福島ロボットテストフィールド 事業部連携課 

      主査 岡加奈子氏  副主査 平賀大輔氏 

○概要説明、研究棟屋上から各エリアの説明 

 ・物流、インフラ点検、大規模災害などに活用が期待される陸・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できる、世

界に類を見ない一大研究開発拠点 

・インフラ点検・災害対応エリア 

 ① 試験用橋梁 

② 試験用トンネル 

③ 試験用プラント 

④ 市街地フィールド 

⑤ 瓦礫・土砂崩落フィールド 

・水中・水上ロボットエリア 

 ① 水没市街地フィールド 

② 屋内水槽試験棟 

・無人航空機エリア 

 ① 南相馬滑走路 

 ② 滑走路付属格納庫 

 ③ ヘリポート 

④ 緩衝ネット付飛行場 



■福島環境安全センター（１０：３０～１１：３０） 

対応者：国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 福島研究開発部門 

福島環境安全センター 放射線監視技術開発グループリーダー  

眞田幸尚氏 

○施設内案内、概要説明 

 ・環境における放射線状況の把握、環境回 

復に向けた研究開発 

・研究開発技術の紹介 

  放射線計測(無人ヘリ・ドローン・無人水 

中ロボット・無人観測船)、分析技術 

 ・これまでの取り組み 

  環境モニタリング、除染に関する取り組み 

所 感 等  【柄沢 均】 

福島ロボットテストフィールドは南相馬の津波被害地に展開されている施設であ

る。南相馬ではもともとロボット産業に対する取り組みがあり、計画の際、いち早く

名乗り出て誘致したとのことである。ピンチをチャンスととらえて行動をしている。

建設中ではあるが、いくつかの施設では既に様々な状況下でのロボット技術が研究さ

れており、その成果はすぐに見えてくることであろう。福島環境安全センターでは環

境回復のための測定が進められている。ここでも無人ヘリやドローン、水中ロボット

などが活躍していた。柏崎でも取り組むべき技術、研究が多くある。柏崎イノベーシ

ョン・コースト構想として参考にしたい。 

【斎木 裕司】 

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」である。無人航空機、災害対応、自動運転、水中探査等の陸・海・空のフィー

ルドロボットを主対象に、実際の利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もない一大研究開発拠点だそうだ。 

福島環境安全センターは、福島の環境回復と住民の早期帰還に資するため必要な研

究開発・支援活動を確実に実施する狙いがある。環境回復に関わるロードマップ（Ｈ

23～Ｈ36）研究開発計画を立て実施して行く素晴らしい安全センターである。 

【星野 正仁】 

福島ロボットテストフィールドは、福島イノベーション・コースト構想の一つの取

り組みで、東日本大震災及び原子力災害によって失われた浜通り地域等の産業を回復

するための新たな産業基盤の構築を目指す国家プロジェクトである。廃炉、ロボット、

農林水産、エネルギー、環境、リサイクルの各分野におけるプロジェクトを具体化す

る事を進めるとともに、産業集積や人材育成、交流人口の拡大に取り組む施設で多く

の産業界の方の利用が期待される施設である。震災の復興を進める中でとても重要な

施設と感じた。福島と状況は違うが、柏崎市でも震災後このような取り組みを国へ要

望すれば柏崎市も変わったかもしれないと残念に思った。 

【春川 敏浩】 

福島ロボットテストフィールドでは、大規模災害などの活用が期待される無人航空



機や災害対応ロボット、AI をフルに活用し先端技術を取り入れた実用試験を目の当

たりにした。無人航空機エリアにおいては航空法に適用しない範疇でネットを張り、

国内最大となる試験環境を提供していた。無人航空機の実用化やインフラ点検による

試験用「橋げた・トンネル・プラント・市街地フィールド・瓦礫・土砂崩落フィール

ド」といったあらゆる面で、国内はもちろん柏崎市の産業界や経済界の発展の足掛か

りのヒントを期待したい。 

【山本 博文】 

南相馬市にある福島ロボットテストフィールドと福島環境安全センターを視察さ

せて頂いた。施設は物流、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に使用環境を拠点内で再現しながら研究開発、

実証実験、性能評価、操縦訓練を行うことが出来る研究開発拠点について勉強するこ

とができた。ただ、ここも雇用にはつながらず来訪者による経済効果に期待している

とのことだった。今回視察してきたことを柏崎市で生かしていければと感じた。 

【阿部 基】 

国家プロジェクトとして立ち上げられた福島ロボットテストフィールドを視察さ

せて頂き、東西約 1 千ｍ、南北 5 百 m 壮大な規模に驚きを感じた。しかし、最初に目

にしたものが小型無人草刈り機であり、愛着を感じるとともに、一日も早い実用化を

切に願った。このような小さなものからインフラの点検や災害時等に活用される無人

航空機や自動運転ロボット等の使用環境を再現し、研究開発を行う施設であり、無人

ロボットの実用化は、危険な作業や人口減少に伴う労働者不足の打開策としてなり得

るものではあるが、まだまだ課題も多いものだと痛感させられた。 

【白川 正志】 

福島イノベーション・コースト構想は、東日本大震災及び原子力災害によって失わ

れた浜通り地域等の産業を回復するため、新たな産業基盤の構築をめざす国家プロジ

ェクト。福島ロボットテストフィールドの敷地を屋上から見渡すと津波被害の大きさ

を痛感するとともに、このマイナスの状況だからこそできる大規模開発に国が取り組

む価値を改めて考える機会となった。廃炉、ロボット、農林水産、エネルギー、環境・

リサイクル分野にプロジェクトを絞り込み、一点突破に知恵を集め日々実践していく

戦略性が、各地域における差異化が今後ますます求められていくと強く感じた。 

【田邉 優香】 

福島ロボットテストフィールドでは研究棟の屋上から各エリアの説明を受けた。広

大な敷地を見下ろすと東日本大震災の津波被害の甚大さを痛感させられた。福島イノ

ベーション・コースト構想は国家の一大プロジェクトだということを知り、福島浜通

り地区の未来において素晴らしい希望を感じた。がしかし、まだ研究途中ということ

もあり、動いているロボットも少なくロボット開発の難しさも同時に感じた。 

 


