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那珂市議会原子力安全対策常任委員会記録 

開催日時 平成28年９月９日（金）午前10時 

開催場所 那珂市議会全員協議会室 

出席議員 委員長 笹島  猛  副委員長 冨山  豪 

     委 員 古川 洋一  委  員 助川 則夫 

     委 員 遠藤  実  委  員 福田耕四郎 

欠席委員 なし 

職務のため出席した者の職氏名 

     事務局長 深谷  忍  事務局次長 寺山 修一 

     書  記 萩谷 将司 

会議事件説明ため出席者の職氏名（総括補佐職以上と発言者） 

     副市長 宮本 俊美    市民生活部長 石川  透 

     危機管理監 小橋 洋司  防災課長補佐 綿引 勝也 

     外関係職員 

     請願者 先﨑 千尋 

会議事件と概要 

     （１）請願第２号 「那珂市民の安全確保のために日本原電と茨城県及び東海村等

が締結した『原子力施設周辺の安全確保及び環境保全に関する協

定書』の見直しを求める行動を要請する意見書」の採択を求める

請願 

       概要：継続審査とすべきもの。 

     （２）気体廃棄物の放出状況について 

       概要：全ての事業所で適正に管理されている。 

     （３）議会報告会での報告案件について 

       概要：正副委員長一任。 

     （４）茨城県市議会議長会平成28年度第１回議員研修会について 

       概要：冨山副委員長が出席。 

議事の経過（出席者の発言内容は以下のとおり） 

     開会（午前10時） 

委員長 おはようございます。 

開会前にご連絡いたします。 

会議は公開しており、傍聴可能としております。 

また、会議の映像を庁舎内のテレビで放映しております。 

会議内での発言は必ずマイクを使用し、質疑、答弁の際は簡潔かつ明瞭にお願い申し上
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げます。 

携帯電話をお持ちの方は電源をお切りになるか、マナーモードに切りかえてください。 

ただいまの出席委員は６名、全員でございます。 

定足数に達しておりますので、これより原子力安全対策常任委員会を開会いたします。 

会議説明のため、副市長ほか関係職員、職務のため、議長及び議会事務局が出席してお

ります。 

ここで、議長よりごあいさつをお願いします。 

議長 改めまして、おはようございます。 

本日は笹島委員長のもと、原子力安全対策常任委員会の委員の皆様には、ご参集をいた

だきましてありがとうございます。 

本日の会議事件は、お手元に配付のとおり請願でございます。 

慎重なるご審議をお願いして、議長のあいさつにかえます。 

ご苦労さまでございます。 

委員長 ありがとうございます。 

続いて副市長、ごあいさつをお願いいたします。 

副市長 はい、皆さんおはようございます。 

本日の原子力安全対策常任委員会でございますが、今議長さんからお話がありましたよ

うに請願でございます。 

このほかに、施行部のほうから各原子力の事業所の気体廃棄物の放出状況につきまして

ご報告させていただきます。 

よろしくご審議のほどお願い申し上げまして、あいさつとさせていただきます。 

よろしくお願いします。 

委員長 はい、ありがとうございます。 

これより議事に入ります。 

本委員会の会議事件は別紙、会議次第のとおりでございます。 

暫時休憩いたします。 

     休憩（午前10時３分） 

     再開（午前10時４分） 

委員長 では、再開いたします。 

請願第２号、「那珂市民の安全確保のために日本原電と茨城県及び東海村等が締結した

『原子力施設周辺の安全確保及び環境保全に関する協定書』の見直しを求める行動を要請

する意見書」の採択を求める請願でございます。 

本件については請願提出者より内容説明の申し出がありましたので、請願内容の説明を

お願い申し上げます。 

なお、説明については５分程度でお願いいたします。 
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まず、説明前に自己紹介をお願いいたします。 

請願者 静に住んでおります、先﨑千尋といいます。 

よろしくお願いいたします。 

それでは、これから私どもが提出をいたしました請願書につきまして、その内容をかい

つまんで申し上げます。 

今回の請願につきまして、まず冒頭申し上げておきたいことは、東海村にある日本原子

力発電、東海第二発電所の再稼働について、その是非を問うというものではないと最初に

申し上げておきたいと思います。 

ご案内のように、日本原電東海第二発電所については、これまで事業者と茨城県、東海

村、那珂市などと安全協定を結んでおります。那珂市も当然入っているわけですけれども、

この協定書によれば、原子力施設の新増設、廃止、運転停止等については、茨城県及び東

海村の了解を得る、そういうことになっておりまして、那珂市については東海村と立場が

違うと、ご承知のとおりでございます。 

しかしながら、５年半前に起きた東京電力福島第一発電所の事故でもおわかりのとおり、

立地地域以外にも広範囲に影響が出て、四、五十キロ離れた飯館村でも、いまだに全村避

難の状態が続いております。トータルでは、新聞報道等では家に戻れないという方が10万

近くまだいるということのようでございます。 

この東海第二発電所の再稼働については、これまで本市を含む六つの市町村で構成され

ております原子力所在地域首長懇談会と、さらに広がりを持った15の自治体による東海第

二発電所安全対策首長会議が、事業者である日本原電と交渉を進め、重要事項については

東海村と同等の権限を持つように協定の見直しを求めておるところでございます。 

東海村にある日本原電東海第二発電所は現在のところまだ稼働しておりませんけれども、

現在原子力規制委員会で新しい規制基準適合審査を受けております。 

福島の事故でもわかりますように、原発事故の影響というのは市町村の枠を越えて発生

し、東海村に隣接する本市へも重大な影響を及ぼすと考えられます。 

さらにまた、ほかの原子力発電所と違って、東海第二発電所は東京を含めた首都圏に最

も近いところに位置し、もし過酷事故が、運転再開されて過酷事故も起きたとすれば、４

年後の東京オリンピックが開けるかどうかわからない、そういう事態も想定されます。 

さらにまた、30キロ圏内におよそ100万人近い人が住んでいて、順調にこれらの人々、私

どもも含めて、避難できるかどうか全くわからないんではないかというふうに推測されま

す。 

さらにまた、ほかの原子力発電所と違うところがもう一つございまして、民間企業では

ありますけれども、日立製作所の主要工場が、ご承知のようにひたちなか市から日立市ま

で、要するに東海村を挟んで立地しておると、そういう条件もございます。 

また、稼働して40年近くたつ老朽炉であるということも不安材料になるのではないかと
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いうふうに懸念されております。 

東海村の山田村長と水戸市の高橋市長が８月末の記者会見で安全協定の見直しなしには

再稼働の地元協議は始まらない、こう述べておるということを新聞報道で承知しておりま

す。 

こうした情勢を踏まえて、那珂市議会においても、那珂市が東海村と同等の権限を持つ

ために、安全協定の見直しの早期実現を日本原電に求めるための行動を要請する意見書を

採択していただき、海野市長はじめ多くの首長の行動を後押ししてくださるようお願いを

申し上げます。 

以上でございます。 

委員長 はい、説明が終わりました。 

ただいまの説明に対して質疑を行います。質疑ございませんか。 

古川委員 大変基本的なことで恐縮なんですが、その隣接の市町村が茨城県や東海村と同等の

権限を持った場合、例えば那珂市が全く、仮に再稼働反対だと表明すると、これは茨城県

や東海村と同様の権限を持つということは、再稼働ができないというようなことにつなが

るわけですか。 

請願者 と思います。 

委員長 はい、ほかございませんか。 

古川委員 ちょっと私の考えを述べさせていただきます。 

この、実際に協定の見直しが可能なのかという、現実問題論じる場合に、私は原電にそ

れを求めるよりも、権限を持っている東海村との協定を結んで、那珂市の言うことも聞い

てくださいよ東海村さん、というようなことのほうが早いような気もするんですが、その

辺はいかがでしょうか。 

請願者 そういうことに関しては私の権限外のことでございますけれども、それは首長さん同

士の懇談会がございますね。その中で話し合っていただく、あるいは議会も含めて話し合

っていただくと。 

現在のところは首長だけの権限で、協定の場合はですね、議会が関与するということに

はなっていないんですね。まして、私どもも含めてですけれども、一般住民は及ばないと。 

それは要するに首長が代表するということになっているからだと思いますけれども、そ

の辺については、むしろ首長レベルで山田村長と話し合っていただくと。 

これは先ほども言いましたように、水戸市の高橋市長はかなり強い調子で、このことが

決まらなければその先へ進めないよという、そういう表明をしていますのでね、その辺は

那珂市だけじゃなくて、ほかの市町村も同じだと思います。 

そう理解しております。 

委員長 ちょっといいですか。私質問したいんですけれど。 

今言った首長の懇話会とかなんかですね、平成26年に東海村を中心とした所在地域首長
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懇話会というのがありましたね。 

これは29日に原電を呼んで、安全協定の見直しをするということで、原電側はちょっと

結論を出さず、11月改めて要請ということがこれは一つと、もう一つ、何かこの水戸市を

中心とした15自治体ですか、東海第二原発安全対策首長会議ですか、これがありますよね。 

そういうことで、首長同士そういうふうに連携しているんですけれども、議会としては

単独じゃなく連携しなきゃいけないと思うんですけれど、その点どういう考えですか。 

請願者 全く同じで、要するに先ほども申し上げましたように、首長だけのレベルだけでなく

てですね、これはやっぱり住民の安全を、議会の皆さん方も同じように確保していくとい

う、そういう使命があると思いますので、できれば首長だけでなくて議会レベルでもやは

りそういう懇談会といいますか、意思疎通、あるいは共通した認識を持つという、そうい

う場があっていいんじゃないかというふうに、私は個人的には思っております。 

委員長 はい。 

そうすると、首長の懇話会とか会議とかで連携して、二つの組織でやっていますよね。

それはそれでやって、結論が出ていないんですよね。 

そこで、我々議会として何を物申して、どう行動していくかという、非常にね、暗中模

索の状態だと思うんです。どこの議会もね。 

どういう考えお持ちですか。 

請願者 同じです。 

委員長 はい、わかりました。 

遠藤委員 趣旨はわかりました。 

この要望の提出先なんですけれども、今見ますと県知事と、あと原子力所在地域首長懇

談会の座長の東海村長と、それから東海第二発電所安全対策首長会議座長の水戸市長、い

わゆるこの安全協定の見直しをしてくださいよというふうな意見書を提出する先が県知事

と東海村長と水戸市長ということになっているんですが、これはこれでいいんですか。趣

旨としては。請願者さんの。 

請願者 はい。 

例えば日本原電はどうなのかということを、むしろ質問したいのかと思うんですけれど。

裏返して言えばですね。 

その前に、やはりこちらといいますか、事業者でない側、茨城県及び周辺の市町村です

ね。その首長に対して日本原電、今、先ほど委員長からもございましたように平成26年に

協定書はあるんですけれども、さらに力強くプッシュしていただきたいというのがメイン

の請願でございます。 

そこから先では、今度は議会がご判断いただいて、日本原電ともやろうじゃないかとい

うことであれば、それはまたこの請願とは別にですね、議会でお決めいただいて、日本原

電と交渉するということも、道としてはあるかと思います。 
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とりあえずは今申し上げたように、その前段の最小限といいますか、そういう請願だと

いうふうに受けとめていただいていいと思います。 

遠藤委員 というとですね、いわゆるその原子力、今回の案件に関しての、いわゆるその首長

の組織がありますね。 

組織のほうに今回その那珂市がこの権限を持つようにというふうな、むしろ那珂市民サ

イドでの話なんだと思いますが、そうすると、この首長の組織にもっと地元の自治体もと

いうことで、地元というか地元の枠を広げてくれよというふうな見直しを図っていただく

という趣旨ということですよね。 

そうすると、例えばその首長の組織は構成している９市町村とか、数があると思います

が、那珂市だけというわけにもいかなくなるというわけですね。 

例えば日立だとか、茨城町や小美玉市だとか、そちらの笠間だとか、そういったところ

のほうまで含めての影響力があるような請願になってくるという趣旨ですね。那珂市民の

ことだけでなく。 

請願者 最初は六つの市町村がね、構成したと思うんですね。 

そのあとに、今度はほか、もうちょっと30キロ圏ということで広まったわけですよね。 

それで、そこでも６や東海だけじゃなくて、俺のほうも権限を持たせてくれという趣旨

だと思うんですね。15の市町村の。 

だからそのどっちにウエイトをかけるというのではなくて、同じような要求をしている

わけですから。首長レベルでは。 

そういう意味で、上のほうの、東海村長のほうのものだけじゃなくて、15市町村を含め

た、水戸市長が中心になっているグループのメンバーにも働きかけると。 

最終的に、ではどうなるかということは、無論日本原電とこのメンバーとの協議になり

ますから、どっちになるか、それはわかりませんけれども、右だ左ではなくて両方、やは

り私としては対等にお願いをしたほうがいいんじゃないかという、そういう趣旨で両方を

並列させたということです。 

遠藤委員 そうしますと、ちなみにですが、二つの懇談会、いわゆるその原子力所在地と東海

第二発電の首長。これ、何市町村ぐらいずつあるかっておわかりになりますか。 

請願者 上のほうが６市町村ですよね。 

下の方は城里とか小美玉とか茨城町も含めた15の市町村で構成されているはずです。 

遠藤委員 はい、わかりました。 

助川委員 関連のご質問になるかもしれませんが、提出先の問題の件なんですが、この原子力

協定というのは原子力協定審査会というのがありますよね。その辺の委員会さんのほうへ

の申し入れというか、意見書等の重みを増すために提出をするようなということはどうな

んですか。 

どのように考えていますか。 
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請願者 一応、私はこの３者を提出先として掲げてございますけれども、先ほども遠藤委員か

らもございましたけれども、もうちょっと、じゃあ日本原電はどうするんだとか、そのほ

かどうするんだとかいうことで、議会の皆様がもっと広げたほうがいいよと、提出先を、

そういうことであれば、さらに追加して私としてもお願いをしたいと。 

最小限この三つに絞ったというのが原案ですので、これを修正してもっと広げるという

ことはやぶさかではありません。 

助川委員 当然、今お示しいただいた請願の趣旨に関しまして、私どもも同様の意見を、今現

在、福島の原発以降ですね、このような事態になっておることは重々わかっておるわけで

ありまして、それだからこそ東海さんだけに権限を与えないで、周辺の市町村に広げて首

長懇話会を設けられた中で要請をされているというのが現状だと思うんですが、私ども議

会としては、それをまたチェックする機関でもあるわけでありまして、私どもが提出とい

うことになりますと、私どもなりのそういう意見書の内容をつくり上げねばならないとい

うようなことも出てくると思いますので、行政と一体になってということはいかがなもの

かなという感じがするんですけれども。 

精査の上、議会とほとんど変わらず同等の意見が取りまとまったということならば、両

者が、周辺の議会とともにですね、お出しするをいうのはそれはそれで結果的にいいかも

しれませんけれども、その辺のところの精査が、議会としては必要なのかなと感じるわけ

なんですけれども、その辺のところは先﨑さんご自身はどのようにお考えでしょうか。 

請願者 そういう考えに賛成いたします。 

委員長 はい、ほかはございますか。 

福田委員 まず、冒頭もう一度お伺いしますが、我々の、本市は隣接ですから丙になるわけで

すね。それで、先ほど答弁というか、されました３地域にこの請願書が提出されたと。 

請願者 いやいや、私は那珂市だけです。 

福田委員 全部で何カ所提出されたんですか、この請願は。 

請願者 私は那珂市だけです。 

福田委員 いや、それはわかりますけれど、あとほかにも出ているということもちょっとお聞

きしているんですが、知っている範囲で結構です。 

請願者 情報としては私は知りません。 

福田委員 この請願趣旨の中でもですね、いわゆる福島第一原発の事故、これを見ますと、い

わゆる隣接から隣々接、幅広く被害をこうむっているということが記載されています。 

ですからね、そういう意味でもね、これは事故の大小によって違うと思うんですが、幅

広くやるということは、これは我々理解しております。 

ですからそういう意味でもね、もうちょっと、やっぱり幅広い、隣々接、どこですか、

首長会議をやっているこのぐらいまでのエリア、そういうところまで提出をしてね、その

権限云々というと、幅広くなると、これはいかがかなという、そういう懸念はありますけ
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れども、もうちょっと幅広いね、お聞きしたほうが、私は何かいいような気がするんです。 

そうすれば、我々、当原子力委員会としましてもいろんな情報交換、いろいろな幅広い

意見を集約できるのかなと、そういうふうに思うんですが、そういう面については提出者

である先﨑さんはどういうふうに考えますか。 

請願者 今お話のようにですね、例えば東海村を中心にして、ひたちなかであるとか、日立だ

とか、それから常陸太田ですかね、隣接というと。 

水戸市は隣々接に、大洗とかもなるわけですけれども、そういうところまで同じ趣旨の

請願を出したらどうかという、そういうお話だと思うんですけれども、今回の９月議会で

はもう間に合いませんので、そういう趣旨であれば、今後私どもとしてはほかの市町村、

出ているかどうか私は確認していないんですけれども、同じようなものが出ているかどう

か確認していないんですけれども、もし出ていないとすれば、やはり私どもとしてはそう

いうところまで働きかけをしていきたいなと、今の福田さんのお話からそのように受けと

めました。 

福田委員 やはりこれは権限ですから、この権限という重大さ、そういうことを考えていった

場合には、なかなかこれは、はい、じゃあ、というような、そういう問題でもないかなと

いうふうに、私はそういうふうに感じているわけですが、いずれにしても趣旨の内容を見

ると福島第一原発のことがうたわれています。 

その中ではこれだけの広範囲にわたっての被害が出ている、そういう意味で私は、そう

いうことでぜひですね、そういうことを切にお願いしたいなと。提出者に対してですよ。

そういうふうに思って、今質問をしたわけなのでありますが、これは東海村の議会、東海

村の議会は当然これにタッチして、今いろいろやっているでしょう。この中身については

把握していますか。 

請願者 していません。 

新聞報道でしか、私は見ておりません。 

東海村は新聞報道で見るとですね、いろんな請願が出て、広域避難がどうだとかいろん

な請願が出て、それで否決されたり、あるいは保留になったりとか、そういう新聞報道で

知る限りは、いろんなの請願が出ているということは承知しております。 

ただ、中身についてこういう形で具体的には、私は見ておりません。 

福田委員 じゃあ委員長、ぜひですね、これは東海村の議会のほう、事務局を通じて、その内

容をね、我々としても知りたいですね。 

ここでね、これがこうだ、ああだということよりは、やはり本拠地である東海村の議会

がどういうふうに考えているのか、どういう議論をしているのか、そういうこともやっぱ

り参考にしながら、我々この隣接の那珂市として検討を重ねていきたいなと、私はそうい

うふうに思います。 

以上です。 
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委員長 はい、ほかございませんか。 

なければ、以上で説明者への質疑を終了いたします。 

説明者はここでご退席願います。 

ありがとうございました。 

暫時休憩いたしまして、再開を10時40分といたします。 

     休憩（午前10時29分） 

     再開（午前10時40分） 

委員長 再開いたします。 

ここで執行部から原子力施設周辺の安全確保及び環境保全に関する協定書について、那

珂市としての現状をご説明願います。 

防災課お願いいたします。 

危機管理監 はい。 

それでは、請願の説明と重複するところがございますが、那珂市の状況について申し上

げます。 

現在、那珂市は所在地域首長懇談会及び東海第二発電所安全対策首長会議の構成自治体

として、原電に対し安全協定の見直しについて取り組んでおります。 

所在地域首長懇談会は、東海村や那珂市に位置する原子力研究機構や原子力発電所など

の今後とこれらの所在地域のまちづくりに関し、当該所在地域の首長が、政策的観点から

情報、意見交換、協議を行うため、平成24年２月東海村を座長として、那珂市、日立市、

ひたちなか市、常陸太田市、水戸市の６市町村で設立されてございます。 

設立後、平成24年７月17日に日本原子力発電株式会社東海第二発電所の原子力安全協定

の見直しについてを、さらに平成25年３月15日に原子力安全協定の改定要求を、日本原電

に対し行いました。 

しかし、日本原電からは検討経過の報告も示されなかったことから、平成25年６月５日、

速やかに誠意ある回答を求める要求書を提出いたしました。 

この要求書に対し、日本原電からは、安全協定の改定については茨城県との関係等さま

ざまな観点から総合的に検討し、調整する必要があり、時間を要する見込みであるとの理

由から、安全協定が改定されるまでの当面の措置として覚書の取り交わしが提案されてご

ざいます。 

これを踏まえまして平成26年３月５日に、国の安全審査等を踏まえ、茨城県や地元自治

体に発電所の今後に係る判断を求めるときの前までに、茨城県をはじめとする構成自治体

と安全協定の見直しをするものとする、などを盛り込んだ覚書が取り交わされてございま

す。 

その後、平成27年８月21日及び本年７月27日に所在地域首長懇談会が開催されてござい

ますが、日本原電からは安全協定の見直しについて具体的な説明がない状況が続いたこと



 - 10 - 

から、会議の席上、各首長から安全協定の見直しについて早急に回答するよう意見が出さ

れ、次回の懇談会を年内に開催することになりました。 

現在、事務局である東海村が11月中の開催で日程調整を図っているところでございます。 

また、東海第二発電所から30キロ圏内の14自治体及び小美玉市を含めた15自治体で構成

する東海第二発電所安全対策首長会議でも、同様に取り組んでいるところでございます。 

以上でございます。 

委員長 はい、ありがとうございました。 

ご説明終わりました。 

これより各委員からの、この請願についてのご意見を伺いたいと思います。 

遠藤委員 今の執行部の報告に関してちょっと質問ですが、その所在地域首長懇談会で原電の

再稼働に関しての、その安全協定の見直しを図るようなことで要望を日本原電にしている

わけですよね。 

その進展がまだそれほどでもないというのは、新聞報道等で知っておりますけれども、

今、また次は年内に開催されると、11月中というふうに聞きましたが、これは何かしらの

進展があるというふうな見込みでもって次回開催されるんでしょうか。 

危機管理監 やはり日本原電からの回答がないということで、早急に回答を求めるということ

で懇談会が開催される予定となってございます。 

遠藤委員 その、どういう文面で要求しているかも、我々議会には報告がないので、懇談会と

原電との話し合いの概要が、我々議会はわからないんですね。新聞報道等でしかわからな

い。 

私たちは議会、これは今原子力の常任委員会でございますが、そういう説明がないし、

その前の原子力の特別委員会のときにも特段聞いておりません。 

どういう感触で、なぜそういう回答がないのか、教えてもらっていいですか。 

なかなか難しいのであれば、ちょっとまた教えていただきたいのは、まさにこれは今回、

きょうこの常任委員会に上がってきたこの請願の趣旨は、もう恐らく各委員さんも同じだ

と思います、これは全くそのとおりだと思うんですよね。あれだけの過酷事故が起きては

これはもう大変なことになりますから、これはきちんとしてもらなきゃいけないという思

いはもうみんな一緒だと思います。 

要は、あとはその進め方がだと思うんですよね。 

やはり、まずは住民の代表という立場で首長がその懇談会を、もしくは首長会議をつく

っているということは、これはいいと思いますし、承知をしておるところです。 

その住民の代表である首長の皆さんが事業者に直接働きかけをしている、これも結構な

こと、当然やるべきことだと思って、我々も心情的には後押しをしていると思います。 

ただ、今そこの進展具合というか、その内容がどういう形で要望をしているのかがちょ

っと、少なくとも我々はこの原子力に関しての委員会を設置しているにもかかわらず直接
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知らされていない状態でございますね。 

あとは、いろんなこの構成の市町村、それぞれの多分意見なり考え方なり、背景、状況、

あると思うんですけれども、基本的にはこれだけ重要な、地元同意ですよね、再稼働に関

しての地元同意という、地元を重視していただきたいという思いも、これも皆さん一緒だ

と思いますけれども、それを一緒に進めていくに当たって、やはり連携を当然していかな

きゃいけないというふうに思うんですよね。 

当然首長は首長としての動きがあります。我々議会は二元代表制の一翼としての議会が

ありますから、恐らくは先ほど福田委員もちょっとお話しされていましたけれども、各議

会との情報共有、連携、そういうことも場合によっては視野に入れる必要性もあるのかな

というふうな感じをしております。 

それぐらいおそらく重大な要請なんだと思うんですね、日本原電に関して。 

その進め方の問題でございまして、まずどういうふうな状況になっているのか、執行部

からもきちんと説明を受けた上で、この重要な日本原電に関しての申し入れなり、要望の

出し方というのは、しっかりと考えていかなければいけないなというふうに思うわけです

が、そこらはどうですか、執行部として。 

市民生活部長 先ほどご説明しましたように、首長懇談会や、あるいは会議等で再三にわたっ

て原電のほうには強く要求をしているところですが、ご承知のとおり、原電側もすぐには

回答が出せないという状況ではあろうと思います。 

これは日本原電、もし権限の拡大ということを原電が認めるということなれば、これは

日本全国の原子力発電所にも影響することですので、原電としては一朝一夕に回答が出せ

ないという状況は、状況としては理解をしているところでございます。 

ただ、隣接である那珂市としてはですね、あくまでその権限を獲得しない限りは、やは

り再稼働という状況になっても市としての同意といいますか、出す権限をもらえないわけ

ですので、これについては強く、引き続き要望していくということで、ただし単独の、那

珂市だけで要求してもなかなか実現できない、やはり関係する自治体、周辺、隣接ですと

６市村、それから隣々接となりますと14とか15とかになりますけれども、そういったとこ

ろで、首長として連携して強く要求するということで今までやってきたような経緯でござ

います。 

今、進展状況はどうなのかという話でございますが、先ほど言いましたように何度も要

求はしているんですが、それに対して原電の明確な回答はまだ示されていないということ

でございます。 

ことしに入りましても、７月に再度会議を催しましたが、その席でも各首長からは協定

書の見直しについて強く要求を出されたところでございますが、それに対して原電は回答

を保留したというような状況です。 

そういう状況を打破するためにも、年内にもう一度会議を開催して、また再度要求する
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ということで、その場では決まったということでございますので、状況としてはそれ以上

の発展は今のところはないということでございますので、ご承知いただければと思います。 

あと、今までどういう要求をしてきたのかということにつきましては、端的に言ってし

まえば、先ほど言いましたように協定書の見直し、ひいては再稼働に対する同意の権限の

拡大ということを要求してきたところでございまして、これは首長懇談会等で要求した、

文書で出しているものがあればですね、後ほど委員の皆様には写しを提出させていただけ

ればというふうに思っております。 

以上です。 

助川委員 この原発の問題はですね、国の施策として半世紀にわたって進められてきた事業で

あって、多分原電さん独自では、国の後ろ盾でもって進めてこられた事業でありますから、

簡単には独自ではお出しできないその空気があると思うんですよ。 

たまたま3.11の震災以降ですね、安全神話が崩れ、それで政策の変更を迫られている国

民の空気だということをしっかり国が捉えて、東海原電さんはじめ全国の原電さんのほう

に、そういう見直しを今後進められるというような国の施策も打ち出されておられますか

ら、ですからある程度の年月をかけないと全て進まないというような、私自身としては感

じるので、それであっても押さえておかなければならない実情があるわけですから、災害

のときに、いつそういう事故が起こるかもしれない状況に今あるわけですから、そういう

ことから言いますと、それのバランスをどこで考えて、それを決断をするかということに

かかっていると思うんで、地域住民としては、近くにある場合にはこれはもう、当然その

被害は甚大なものになるということはわかり切っているわけでありますから、そういうこ

とからですね、今後しっかりとその実情を見つめて、それから今後のこの段階を踏みなが

ら、隣接、近隣の、あるいはまた首長等のこの会等の動向も見ながら、議会としても進め

ていかなければならないというふうに感ずるわけでありまして、請願案件に関しましても、

当面、とりあえずさまざまな精査をしなければならないということから、私は当委員会で

は継続でですね、この委員会を、請願の案件を審議させていただくということのほかない

のかなという思いを持っておるところでございます。 

以上です。 

委員長 はい、ほかございますか。 

古川委員 先ほど部長のご説明で、例えば再稼働の同意の権限というようなこともございまし

たけれども、例えばその権限を、那珂市ばかりじゃないんですが、例えば那珂市が持った

場合、那珂市はその権限を持ってどのようにしたい、どのようにするつもりなんですか。 

例えば首長の考えもあるでしょう。 

どうやって民意を集約するのか、首長がそのお考えを個人の、首長としての考えを明確

にされるのか、もしくは市民投票をしたいのか、その辺を、権限を持ったときに、あと那

珂市として、例えば東海村にあるような原子力安全対策課とかそういったものをつくる覚
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悟があるのかとか、その辺を知りたいんですね。 

そういう意味で、今ここで、市長もいらっしゃいませんから、また遠藤委員とかもお話

がありましたように、その辺のどういう要請をしているのかもよくわからないということ

で、きょうのところは、私はですけれども、ちょっとこれは継続調査をさせていただいて、

もう少しほかの議会の状況ですとか、考えですとか、そういった部分も確認したいなとい

うふうに個人的には思います。 

委員長 はい、ほか意見ございますか。 

福田委員 執行部に切にね、これは部長、副市長、お願いしたいのは、いわゆる首長懇談会、

これの内容について我々が把握しているのはあくまでもプレス、これのみなんですよ。 

ですからね、開催された後に、やっぱり我々にね、この内容等について報告文書になる

と思うんですが、そういうのを提出していただきたいですね。 

それがないとね、プレスだけのことでは、大まかなことだけで中身についてがちょっと

我々には理解できないんですね。 

ですからそういう意味でもね、今回のこの件についても、懇談会では当然議論をしてい

るというのは先ほど聞いて、我々あるいはプレスでわかってはおりますが、どの程度進展

して、どういう議論をしているかということまで皆さんわかりますか。わからないでしょ

う。 

それに対してね、今回提出されたこの請願、そういうことを慎重に本当に審議できるの

かというとね、なかなか難しい。 

ですからね、これぜひお願いします。 

できればね、前もって委員長から事務局を通じて首長に同席を求める、これは可能なわ

けですから、そういうことも必要じゃないですか、これ。委員長。 

委員長 はい。 

一方的なね、やはりご説明というよりも、やはり執行部のね、そういうご意見を聞くと

いうのは非常に大事なので、今回はちょっとそういう呼ぶことも可能ですか。 

委員長 できますね。前もってね。 

はい、じゃあそういうことで。 

福田委員 ぜひね、そういうことの検討もしていただきたいと思います。 

これは言えることと言えないことがあるとは思いますが、少なくとも、やっぱりその内

容等についてこういう議論だということは公表できるかなと思うんですよ。 

そういうことをやっぱり我々も知りたい。 

また、それを当委員会で議論もしていきたい。 

こういうことですので、ぜひその辺を部長、副市長かな、ぜひお願いをしたいと思いま

す。 

以上です。 
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委員長 はい。 

そろそろ結論を出したいと思いますが。 

遠藤委員 はい。すみません。 

先ほど執行部に意見は求めましたので聞きました。 

今回に関して私思いますのは、今部長からお話あったとおり、当然那珂市は、那珂市長

は、那珂市民の意見を集約してそういう懇談会、会議等々に出て発言をしているわけだと

思いますが、やはりそれはことの重大性にかんがみて、やはり那珂市だけでできないから

ほかの隣接、隣々接の首長たちと連携をとって、みんなで要請しているわけですよね。 

それでいいんだと思いますが、ただそうなるとこの議会の立場としても、それぞれ首長

懇談会が６の市町村、第二発電所安全対策首長会議も15の市町村で連携しているわけです。

それぞれに議会があるんです。 

それで那珂市議会だけが先走って動いていいかどうかという論点もあると思います。 

なので、これは場合によってはですね、ほかの議会との意見交換、情報収集を含めて、

やはりこれはこの地域全体で考えるべき問題だというのは恐らく共通認識だと思いますか

ら、首長懇話会は懇話会でやっている、でも議会は議会として住民の意見をしっかりと吸

い上げて、そういう動きをとるということも場合によっては必要かなと。 

これがしかも連携をしてやることが必要かなというふうにも思いますので、そういうこ

とからすると、これを今、先ほどの請願者の方の話を聞くと那珂市にしか出していないと

いう話でしたね。 

今後、請願者サイドとしてどういうふうな形をとられるかはまた別としましても、今回

の委員会で出されてきているものに関しては趣旨は重々に理解できると。 

あとは進め方の問題だというふうに思いますので、しっかりとほかとも情報交換、提携

をして、この原電の協定書の見直しに関しては進めていくべきだなと私は感じますので、

今回はしっかりと今後に調査を残すという意味で、継続をしてしっかりと審議していきた

いというふうに考えます。 

以上です。 

委員長 はい。じゃあそろそろ。 

継続審査という意見がありましたので、お諮りいたします。 

請願第２号を継続審査することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

     （賛成者挙手） 

委員長 はい、全員挙手、全員賛成と認め、請願第２号は継続審査とするべきものと決定いた

しました。 

では続きまして、気体廃棄物の放出状況について伺います。 

はい、防災課。 

危機管理監 それでは、お配りしました資料１、平成28年度第１四半期における気体廃棄物の
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放出状況についてをごらんください。 

この資料につきましては、平成28年度第１四半期、４月から６月における気体廃棄物の

放出状況について、茨城県原子力安全協定に基づきまして11の事業所から報告があったも

のをまとめたものでございます。 

表の見方については放射性廃棄物、気体放出状況に係る表の解説をつけさせていただい

ておりますが、全ての事業所につきまして放出管理目標値を超えて放出された気体廃棄物

はなく、適正に管理されておりますことをご報告させていただきます。 

以上でございます。 

委員長 はい。 

これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

     （なし） 

委員長 なければ暫時休憩いたします。 

執行部はここで退席願います。 

     休憩（午前11時５分） 

     再開（午前11時７分） 

委員長 はい、再開いたします。 

議会報告会の報告案件についてを議題とします。 

まず日程等について、事務局説明願います。 

書記 はい、それではご説明いたします。 

日程等について、議会運営委員会のほうで決定しました第４回議会報告会当日のスケジ

ュールと役割分担（案）というものでございますが、お配りをしてございますので、こち

らをご用意ください。 

議会報告会の日程につきましては、10月22日土曜日が総合センターらぽーる、10月23日

日曜日がふれあいセンターごだいでの開催予定となってございます。 

委員会の皆様につきましても、ほかの委員会ともかぶっている部分もございますが、お

手元のほうにですね、各日程の出席者等、係員のほう、書いてございますので、こちらの

ほうご確認をお願いしたいと思います。 

なおですね、議長と議会運営委員会、それから広報編集委員会の委員につきましては両

日出席となってございますので、ご了承願いたいと思います。 

続きまして報告会の構成につきましてですが、前年と同様で報告のほうで約１時間程度、

意見交換で１時間程度ということで、２部構成で実施するという予定でございます。 

また、報告の内容につきまして３月の第１回定例会から今定例会までの内容で、報告の

持ち時間については１委員会約５分程度ということで予定してございます。 

報告内容のほうにつきましてご協議をいただければと思いますので、よろしくお願いい

たします。 



 - 16 - 

以上でございます。 

委員長 はい。 

では報告内容について皆さんにご意見を伺います。 

何かありますか。 

     （「正副委員長で」と呼ぶ声あり） 

委員長 はい、ではこれは終わりといたします。 

議会報告会については、原子力安全対策常任委員会の報告は委員長と副委員長でやりま

すということでよろしいですか。 

     （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 では、これを終了いたします。 

次にですね、研修ですね。 

茨城県市議会議長会平成28年度第１回研修会について。 

この件について事務局の説明をお願いいたします。 

書記 はい。 

それではご説明いたします。 

お手元にお配りしました平成28年度第１回議員研修会の開催についてというものをご用

意ください。 

既にほかの常任委員会等でも確認をいただいておりますので、皆さん把握されているこ

とかと思いますけれども、開催日のほう、11月15日火曜日から16日水曜日の２日間、泊ま

りがけの研修でございます。 

研修の内容と場所につきましてはお手元の資料のほうをご確認いただきたいと思います。 

翌日の視察研修のほうは潮来市のボートセンターということですが、こちらはボートの

競技のほうを行うような会場となっているとのことです。 

説明は以上になります。 

当委員会からもお１人出席ということで確認をしていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

委員長 はい。 

では当委員会からの出席、どなたにいたしますか。 

ご希望の方。 

     （「副委員長」と呼ぶ声あり） 

委員長 はい、では原子力安全対策委員会出席者は冨山委員といたします。 

よろしくお願いいたします。 

次にですね、最後に１点確認させていただきたい案件がございます。 

日本原子力発電株式会社については５月に年間事業計画を報告いただきました。 

本年２月の改選を経て新たなメンバーが加わったというところですが、改めて我々自身
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の目で現状を直接確認する機会を設けたいと思います。 

これについて、当委員会だけではなく、議会全体としてしっかりと現状を把握しておく

べきと思いますので、そのように調整したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

     （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 はい。異議なしということです。 

それではこの件に関しては15日の全員協議会にて報告いたします。 

本日の議題は全部終了いたしました。 

以上で原子力安全対策常任委員会を閉会いたします。 

ご苦労さまでした。 

閉会（午前11時15分） 

 

   平成28年11月11日 

    那珂市議会 原子力安全対策常任委員会委員長 笹島  猛    


