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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12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 

     原子力Ｇ長 海野 直人 

会議事件と概要 

     （１）「避難ガイドマップ」の配布について 

       概要：内容と配布までのスケジュールについて執行部から説明を受けた。 

     （２）原子力災害に備えた那珂市広域避難計画（案）の概要について 

       概要：計画策定の進捗について執行部から説明を受けた。 

     （３）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。 

     （４）議会報告会での意見等への対応について 

       概要：報告会で対応済みであり、改めて対応するものはなし。 

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、傍聴可能となっております。 

また、会議の映像を庁舎内のテレビに放映します。 

会議内での発言は必ずマイクを使用していただき、質疑答弁の際は簡潔かつ明瞭にお願

いを申し上げます。 

携帯電話持ちの方は電源をお切りになっていただくか、マナーモードにしてください。 

ただいまの出席委員は６名でございます。欠席はございません。 

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。 
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会議事件説明のため、副市長ほか関係職員の出席を求めております。 

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、議長よりご挨拶をお願いいたします。 

議長 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を開いていただきましてありがと

うございます。 

慎重なるご審議をお願いして、挨拶といたします。 

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、副市長よりご挨拶をお願いいたします。 

副市長 おはようございます。 

原子力安全対策常任委員会へのご出席、お疲れさまでございます。 

本日の案件は３件でございます。 

よろしくご審議のほどお願い申し上げまして、挨拶とさせていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

委員長 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。 

初めに、避難ガイドマップの配布についてを議題といたします。 

また、関連した案件ですので、原子力災害に備えた那珂市広域避難計画（案）の概要に

ついても、あわせて議題といたします。 

執行部より２件あわせて説明をお願いいたします。 

危機管理監 おはようございます。 

防災課長の小橋です。ほか２名が出席しております。 

よろしくお願いいたします。 

本日はお時間をいただきましてありがとうございます。 

執行部から、先ほど委員長のほうからございましたように、（１）避難ガイドマップの

配布について、（２）原子力災害に備えた那珂市広域避難計画（案）の概要について、（３）

気体廃棄物の放出状況についての３点をご説明させていただきますが、（１）及び（２）

につきましては関連がございますので、あわせてご説明をさせていただきます。 

説明につきましては、大変恐れ入りますが、順番を変えまして、まず初めに（２）原子

力災害に備えた那珂市広域避難計画（案）の概要についてをご説明させていただきたいと

存じます。 

申しわけございません。 

それでは資料１をごらんください。 

まず初めに、原子力災害に備えた那珂市広域避難計画（案）の概要についてでございま

すが、これは、現在策定に向け作業を進めております那珂市広域避難計画から要点を抜粋
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した概要であり、進捗状況のご報告となります。なお、本年５月の原子力安全対策常任委

員会でもご説明をしたところでございますが、追加した部分についてあわせてご説明をい

たします。 

それでは、１ページをお開きください。 

１ページから３ページの第１章では、計画の目的や基本的な考え方を記載するほか、広

域避難計画で使用される専門用語を用語の定義として記載をしてございます。 

恐れ入ります。次に４ページをお開きください。 

４ページの第２章では原子力災害対策重点区域の範囲や、桜川市及び筑西市の避難所数

を記載しております。５月の常任委員会でお示しした避難所数は61カ所としておりました

が、桜川市の避難所としていた中学校の体育館が使用できなくなったことから１施設減と

なり、60カ所に変更となってございます。 

続きまして、恐れ入ります、６ページをお開き願いたいと思います。 

６ページでは、屋内退避など原子力災害に対応するための主な防護措置を記載し、７ペ

ージの防護措置の区分及び判断基準では原子力施設の事故による緊急事態区分として、フ

ローに記載のように警戒事態、施設敷地緊急事態、全面緊急事態が定められており、それ

ぞれの段階で、主な行動を示す図となってございます。 

次に、８ページから９ページにつきましては、原子力災害による放射性物質の放出後は、

放射線量率を測定する緊急時モニタリングを行うことになりますが、その測定結果につい

ては防護措置の実施を判断する基準であるＯＩＬに照らし、必要な防護措置を判断するフ

ローと表を記載してございます。 

恐れ入ります、10ページをお開きください。 

10ページの第３章では、原子力災害の市民等への情報発信の方法や広報のタイミング、

広報の内容など、フロー図とあわせて記載をしております。 

次に、12ページから14ページにかけての第４章では、万が一避難となった場合の市民の

基本的な避難行動の流れを記載してございます。 

避難の方法としまして、原則として自家用車を使用して避難することを想定しておりま

すが、自家用車で避難できない市民についても、事故の進展状況のどの段階でどのような

行動をしなければならないのか、また、どのような流れで避難所まで移動するのかなど、

ＰＡＺとＵＰＺに分けた主なものについて、図を用いて示しております。 

続きまして、15ページから16ページの第５章では、高齢者や障がい者、乳幼児など、災

害時に迅速な行動がとりにくく被害を受けやすい要配慮者の主な避難行動について記載を

しております。 

避難については、主に一時集合所からバスや福祉車両等を使用し避難していただくこと

になってございます。 

次に、17ページから19ページにかけてでございますが、こちらは、第６章では原子力災
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害医療として、安定ヨウ素剤の効果や服用について、また、避難ルート上で実施される避

難退域時検査及び簡易除染について、フロー図をあわせて記載しております。 

なお、避難退域時検査場所については、おおむね30キロ境界周辺に設置される予定であ

りますが、場所については現在茨城県が検討をしているところでございます。 

続きまして20ページをお開きください。 

第７章では事故により避難が必要となった場合、自家用車での避難が困難な市民への対

応としての一時集合所の開設や、市民が避難する桜川市及び筑西市の避難所の開設や運営

等について記載をしております。 

最後の22ページをお開きください。 

22ページでは、第８章としまして、市民が避難を完了したのか、確認方法や市民の避難

先の把握について示してございます。また、今後の主な課題等を記載してございます。 

続きまして、恐れ入りますが、お手元にお配りをさせていただいております避難ガイド

マップをごらんください。 

避難ガイドマップは桜川市版と筑西市版の２種類ございます。これは、那珂市でも地区

によって避難先が異なるため、それぞれの市ごとに作成をしております。 

なお、避難ガイドマップは最終的には両面印刷となりますが、今回お配りしましたマッ

プは作成中のものであるため、両面印刷とはなっておりませんので、ご了承をいただきた

いと思います。 

それでは、ガイドマップの表面についてのご説明をいたしますので、例としまして筑西

市版をごらんいただければと思います。 

まず、縦に三つ折りとなっておりますが、表紙の下には家族の情報や避難先などの記載

欄を設けております。また、災害時の関係機関の連絡先、避難時の主な持ち出し品リスト

を記載してございます。 

次に、横に五つ折りとなっておりますが、表紙をめくり開いていただきますと、一番上

に原子力災害から身を守る基本的な行動と題して、フロー図を記載しております。 

これは、災害発生後、情報収集から屋内退避、避難準備、避難の実施など、市民がとる

べき基本的な行動を、左から右に向かって記載をしております。また、左下には那珂市内

の原子力災害対策重点区域の範囲を記載しております。 

次に、先ほどご説明した一番上の原子力災害から身を守る基本的な行動に沿って、番号

順に内容を記載しております。 

①情報収集は、災害情報はどのような流れで市民までと届くのか、また、主な留意点を

記載してございます。 

次に、②では、屋内退避・避難準備では、放射性物質から身を守るための基本的な行動

として、屋内退避時の行動について記載をしてございます。 

次に、③避難実施では、避難方法の例を示しております。 
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例えば、③－１は避難手段の原則である自家用車での避難の流れを、また、③－２では

自家用車での避難が困難な場合の避難の流れを、図を用いて示しております。 

以降、④一時集合所、⑤避難退域時検査、⑥避難所等についての説明を記載、また、安

定ヨウ素剤の服用や量について記載をしております。 

一番右手には詳細図を４枚掲載しております。 

これにつきましては、裏面には桜川市や筑西市の全体地図を掲載しておりますが、市街

地等の込み入ったエリアを取り出し、拡大したものになってございます。 

恐れ入りますが、もう１枚の裏面のほうをごらんいただければと思います。 

こちらは筑西市全体の地図を載せております。 

左上には、那珂市から桜川市や筑西市の位置関係と、高速道路等の主な避難ルートを記

載してございます。地図に赤の点線が幾つかございますが、先ほど申し上げました市街地

等の込み入ったエリアを表面に詳細図として記載をしております。 

次に、地図の左下でございますが、避難先の一覧が、地区、各自治会ごとに記載をして

おります。また、地図の避難所名も地区ごとにあわせて同じ色分けをし、わかりやすくし

てございます。 

初めにご説明しました那珂市広域避難計画（案）の概要については現在策定に向け作業

を進めておりますが、先ほども課題として挙げさせていただきましたように、自家用車で

の避難ができない市民の移動手段の確保や、安定ヨウ素剤の緊急時の配布方法、避難が長

期化した場合の対応など、多くの課題が残されております。 

また、この計画は原子力の単独災害を想定しており、複合災害の対応についても検討し

なければならないなど課題が多く、策定にはまだ時間を要することになります。 

そうは言いましても、万が一原子力災害が起こった場合、市民の皆様がどのような行動

をとったらいいのか、また、どこへ避難すればいいのかなど、市民が一番知っておくべき

ことについては早目にお知らせする必要があると考え、避難ガイドマップを作成すること

としました。 

なお、今後のスケジュールにつきましては、お配りしました資料２、避難ガイドマップ

の配布スケジュールをごらんいただければと思います。 

本日の原子力安全対策常任委員会の皆様には、現段階での避難ガイドマップをお配りさ

せていただきました。 

今後さらに修正を行い、来年２月末の完成に向け作業を進めているところでございます。

その後、３月の定例会において避難ガイドマップ完成版のご説明を行い、新年度に地区ご

との住民説明会を開催し、説明会を終えた後、市内全域配布を予定しております。 

なお、この避難ガイドマップは、先ほどご説明をさせていただきましたが、現在作成中

のものであり完成形ではございません。今後も内容を精査し、修正を加えながらよりよい

避難ガイドマップを作成したいと考えております。恐れ入りますが、避難所の割り振りも
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含め確定ではありませんので、取り扱いについてはご配慮いただきたいと存じます。 

（１）避難ガイドマップの配布について及び（２）原子力災害に備えた那珂市広域避難

計画（案）の概要について、ご説明は以上となります。 

よろしくお願いいたします。 

委員長 はい、ありがとうございます。 

じゃあ、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

はい、古川委員。 

古川委員 まず、こういったマップの作成、ご苦労さまでございます。 

何点かお伺いしたいんですが、まず、今ご説明の中で、あくまでも原子力災害に対して

の避難ということ、計画であるということなんですが、どうしても、じゃあ原子力災害っ

てどういうときによく起きるのかというふうに考えると、やはり地震ですとか、そういっ

た部分が大きく想定されるのかなっていう気がいたしますので、そういったものを含めた

複合災害についてはこれから検討されるということでございますけれども、実際にはそち

らのほうの可能性のほうがやはり高いと思うので、そちらも早急に対応していただきたい

なということを一つ、要望としてお伝えしておきます。 

それと、その場合に、例えばこれ一時集合所がございますよね、市内に。各小学校でし

たか。 

そういったところが本当に使えるのか、バスが本当に来てくれるのかとか、桜川市や筑

西市で本当に受け入れが可能なのかという部分がいろいろ想定されると思いますので、そ

の辺も踏まえて計画の策定を早急にお願いしたいなというふうに思います。 

それともう一つが、先日の遠藤議員からの一般質問で、来年度ですか、市内全域の避難

訓練、防災訓練ですね、されるという答弁があったかと思いますが、そこにはこの避難と

いうものも含めた訓練になるのかどうか、ちょっと予定としてお伺いできればと思います。 

危機管理監 来年度計画しております市内一斉の防災総合訓練につきましては、原子力は含め

ない、地震、自然災害等を想定した訓練を実施したいと考えてございます。 

委員長 助川委員。 

助川委員 この避難ガイドマップの完成は２月末ということですけれども、そしてまた、議会

定例会の中で、完成版の説明が３月の議会で報告されるということですけれども、そうい

うスケジュールのもとにですね、議会として、定例会の後に地区ごとに住民説明会を開催

される予定のようですけれども、実際にその避難に移る場合に、議会全体が実際にシミュ

レーションするような時間帯を、行動も伴った形でするようじゃないと、私どもも多分住

民の方々に聞かれると思うんですよ。 

説明会の以前、あるいは説明会後、あるいは説明会の最中でも。 

そういうもの、もろもろの説明をするためにもですね、議会としての、実際の避難に、

行動した時点で、どこからどこまでがどういった時間で、あるいはどういう経路を行くん
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だなっていうことを、それぞれの議員がある程度地区ごとに把握できて、そして住民説明

会に臨んでいただかないと、我々の説明が、不確定の中では説明できませんので、その辺

の時間も設けなければならないのかなというふうに感じているんですけれども。 

それともう一つですね、過酷事故が起きて、そういう避難の状況に陥った場合に、行動

することになった場合に、これ、主な情報の流れということで国、県、それからオフサイ

トセンター含めて、那珂市にそういう情報が流れてくるわけですけれども、この時間帯な

どの、実際にどのぐらいかかって那珂市に来て、それを那珂市が全住民にお知らせできる

ような時間の、タイムのかかり具合っていうか、その辺のところを想定されて動く形にな

ると思うんですけれども、その辺のところはどういうふうに。 

これからなんでしょうか、それとも現時点でそういう設定もされているんでしょうか。 

危機管理監 先ほど助川委員さんのほうからご指摘ありましたように、やはり避難の連絡等に

つきましては内部でも検討し、また、検討に時間的なものを確認をしていきたいと思いま

す。 

以上でございます。 

助川委員 あと、市民の皆さんへの周知を、私ども議会としての対応をするために、その時間

をとりたいということに当たっての執行部の考えはどうですか。 

危機管理監 防災システムのほうを活用しまして連絡等を行っていきたいと考えております。 

助川委員 議会としてはですね、３月に確定版をお示しいただいて、３月議会にかけられると

いうことでありますから、その後に、住民説明会の前にですね、議会として、しっかりと

したタイムスケジュール等が確認できるような議会の動きをしたいというふうに私自身は

考えるんですけれども、その辺のところは。 

危機管理監 申し訳ありません。 

説明会ということですので、やはり議員さんのほうにおかれましても事前にやはり説明

するべきかと思いますので、そういう時間的なものを考えまして検討し、説明会等でお知

らせしたいと考えてございます。 

委員長 ちょっといいですか。 

今の助川委員は、実際そのシミュレーションをしてみればどうかっていう話であって、

その説明会のね。実際、実体験をしてみたいっていう、そういうあれですよね。 

はい、ちょっと趣旨が違うんですけれども。 

危機管理監 それは全て、車での移動とかを全部含めたシミュレーションということでよろし

いでしょうか。 

すみません、そちらにつきましては、やはりシミュレーションということで、一度こち

らのほうで検討させていただいて、車を使っての移動等を議員さんのほうと一緒にやれる

ような、ちょっと検討をさせていただければと思います。 

助川委員 これ、確定版っていうとですね、市民の皆さんが外にいた場合とか、あるいは隣接
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の方が那珂市内にいたとかっていう、そういう混乱の状況下の中で、そういう時間を初動

の行動をしなくちゃならないんで、きっちりとその辺のところ、あるいは交通弱者の方々

とか病院におられている方々のそのタイムのロスをどういうふうに考えているのかと、そ

の辺のところまでしっかり組み込まないと、さまざまな質問が私らにも来ると思うんです

よ。そのときにしっかりとお答えができない形の確定版ということでは私らも責任果たせ

ないと思うんですよ。 

その辺のところ、ですから、含めて全体を、議会に上程された後に、住民説明会までに、

私らがそういう行動を伴ったシミュレーションをしたいということなんですけれども。 

委員長 答弁はよろしいですか。 

はい、執行部。 

危機管理監 しっかり計画してまいりたいと思います。 

委員長 はい、ほかにございませんか。 

はい、遠藤委員。 

遠藤委員 なかなか全てを想定してって難しいと思うんですよね。 

だからその中でまずは第１弾というか、そういうふうな形で受けとめてはいるんですが、

ただ、確かに助川委員のご指摘のとおり説明会、住民に対しての説明会となると、もうこ

れはいろんな想定からの質問が出てくると思いますね。これはあくまでもその作成する側、

もしくは今説明を受けている議会側としてはまず第１弾かなと思いつつも、これはそこに

とどまらない対応を迫られると思いますから、そこはしっかりと、本当に準備していただ

きたいと思いますね。 

なかなかその全てを聞くことはできませんが、まずせっかくの避難ガイドマップなので、

いろんな、あらかじめ指定された避難所というものが地図に落ちてこのように示されまし

たので、これに関しては、例えばまず受け入れ側、向こうとこちらでいろいろと詳細を詰

めているんだとは思いますけれども、まず那珂市側としてこの避難所っていうのは、それ

ぞれ担当者の方レベルで結構なんですが行かれたことっていうのはあるんですか。 

危機管理監 ６月下旬から７月にかけまして担当のほうが所要時間等も確認しながら、道路状

況によって時間は異なるとは思うんですが、どのぐらいかかるかということも想定しなが

ら、平均速度でいきながら桜川市、筑西市、全避難先の道路状況と周辺の道路状況、施設

等を全て現地に行きまして確認をしてございます。 

遠藤委員 はい、そうですね。 

まずは実際どんなところかって見ないとなかなかできないと思いますから。 

それには当然皆さん自家用車で避難される、もしくはバスで、多分相当の台数のバスが

ここに来るというようなことでいうと、そういう道路の幅員であるとか、駐車できるスペ

ースであるとか、あとは実際に避難される、避難できるスペース、だから体育館や各教室

ですか、そういったところっていうのがそれぞれの自治会単位の人数におおむね、こうい
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ったところで収容できるのかなっていうのは、こう下見をされているということでいいん

ですか。 

危機管理監 はい、議員おっしゃるとおり、人数等、全てそのような状況になってございます。 

遠藤委員 あとは、どうしても受け入れるその時間帯とか状況によるとは思いますが、今、こ

れは市内の学校でもそうだと思いますけれども、地域の方が学校に避難に多くの方がこら

れるということで、学校側も運営マニュアルがあるとは思うんですが、これは多分向こう

も筑西市民もしくは桜川市民を受け入れるだけじゃなくて、那珂市民を受け入れる、そう

いうまた特別の恐らくマニュアルなり行動パターンが、多分想定しなきゃいけないんじゃ

ないかなと思うんですね。 

ですから、そういったところを本当に今回の原子力災害用の、避難用の運用っていうの

を十分に想定して、向こう側と打ち合わせをしていただきたいなと思うんですが、そこら

に関してはどうですか。 

危機管理監 今後も避難先であります２市とあらゆる想定を含めまして打ち合わせをし、詰め

ていきたいと考えております。 

委員長 遠藤委員。 

いいですか。 

はい、古川委員。 

古川委員 すいません、もう１点お伺いします。 

確認なんですが、隣接というか近隣の市町村、東海村はもちろん、東海村とか日立市、

那珂市、あとはひたちなか市とかですね、そういったところと避難経路っていうのはかぶ

らないんでしたか。 

原子力Ｇ長 近隣の自治体との避難経路についてはですね、まず茨城県のほうで各自治体の避

難先を割り振っていただいた際にですね、できるだけかぶらないようなルートは、基本ル

ートとして示されております。 

那珂市においてはですね、瓜連地区、戸多地区については下江戸の橋を渡りまして城里

を抜け、笠間に向かって50号、一般道ですね。 

そのほかの地区、例えば本米崎地区においては東海スマートインター、五台地区につい

ては水戸北スマートインター、それ以外の地区につきましては那珂インターを使用して、

高速道路で常磐道から北関東という形で向かうルートにはなっておるんですが、先ほど申

し上げた一般道については、他の自治体との避難経路がかぶっているということはないん

ですけれども、常磐道、また北関東につきましては、ほかの自治体とも当然一つのルート

としては重複している部分はございます。 

古川委員 ですから、そういったこともシミュレーションとしてはやっておかなければいけな

いのかなということですね。 

ただ普段こう行ってですね、何時間で着いたっていうような簡単なものではないという
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ことだと思います。 

それと、受け入れ側の桜川市、筑西市での、ごめんなさい、何日間を想定しているんで

したか、避難の日数は。 

３日間とかおっしゃいましたか。 

原子力Ｇ長 ことしの１月に両市との協定を結んだ際にですね、まずその避難の受け入れ期間

という基本的なものを定めておりまして、原則１カ月を目安としております。 

避難開設からですね、当初は両自治体の方の手をかりるようになるかと思うんですが、

できるだけ早い期間で那珂市の職員が避難所の開設の引き継ぎをして、期間としてはおお

むね１カ月というふうに見ております。 

あとは状況に応じては当然その１カ月というものが短縮されるのか、または延長という

ことは協議という形になるかと思います。 

古川委員 １カ月ってかなり長いと思いますが、当然備蓄品といいますか、食料も含めていろ

んなものが必要になりますよね。 

この費用負担は桜川とか筑西市さんでやってくださるんですか、それとも那珂市が負担

するんですか。 

原子力Ｇ長 備蓄の対応につきましてもですね、協定のほうでうたっておりまして、原則那珂

市と茨城県が備蓄については対応すると。 

それだけでは当然足りない部分もございますので、そういった備蓄の協力要請は両市に

もお願いする部分もございます。また、費用負担については最終的には那珂市が負担する

という考えで両市のほうにはご説明しております。 

以上です。 

古川委員 それはもう備蓄されているんですか。それぞれの、両市に。 

というのは、完成版として出して、もうすぐにそういう事態が発生する可能性もありま

すよね。 

でも、まだ備蓄がされていません、これからです、なんていうことにならないんですか。

大丈夫ですか。 

原子力Ｇ長 備蓄についてはですね、先ほど申し上げましたように、まずは那珂市の備蓄品及

び茨城県の備蓄品を充てがうと。 

茨城県の備蓄倉庫がですね、県西地区の筑西市のほうにございまして、当然那珂市だけ

のものにはなりませんけれども、そこから備蓄品としては提供すると。 

ただし、これが全避難所、那珂市だけではなくて当然ほかの地域にも及ぶものでありま

すので、その備蓄品が全ての人口に応じただけのものが既に確保されているかということ

になりますと、ちょっとその辺は大変申し訳ございませんが資料としてございませんので。 

申し訳ございません。 

古川委員 確認してください。お願いします。 
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委員長 ほかございますか。 

冨山副委員長。 

副委員長 原子力災害が起きた場合、風向きによっては筑西市、桜川市も大変な状況になると

きもあるのかなと思いますが、そういうのは想定しては、見てはいないですかね。 

原子力Ｇ長 当然風向きというところも考慮すべき点であるということは考えております。 

ただし、当初、県のほうからですね、避難先として茨城県の30キロ圏内の自治体の避難

先を割り振られた際に、那珂市の場合には筑西、桜川ということでお示しいただきまして

今進めておりますが、当然風向きが両市のほうに向かっている場合にですね、避難ルート

上がちょうどその風向きと同じになるというケースも当然考えられるところであります。 

ただ、現在のところはですね、風向き等についての考慮をまず、大変申し訳ないんです

が、風向きを考慮せずに、最短で避難所まで行けるルートということで想定をしておりま

す。 

ただし、やはり今後の検討課題としましては、そういった風向き等も考慮して、複数の

避難ルートの想定とか、あとはもう本当に最悪の場合には両市に避難ができないような状

態にっていうことも少なからずあるのかなと。 

そういったときに二次避難的な避難先をですね、確保するというのも、これは那珂市に

限らずですね、当然他の自治体との兼ね合いもございますので、茨城県の協力も得ながら

ですね、そういった二次避難所について、また、ほかのルートについても想定していかな

ければならないことというふうには感じております。 

副委員長 やはり選択肢はたくさんあったほうが、絶対いいと思われますんで、ぜひよろしく

お願いします。 

あと、もう一つお聞きしたいというか、やはりこれ、先ほど防災訓練っていうことでし

たが、やはり自治会の役員さんとか何人かと、やっぱりバスで一度同じ、原子力の災害で

避難訓練というのは、やはりやったほうがいいのかなっていう気にはなるんですが。 

全員が、市民全部でやるっていうのは大変なことになると思うんで、自治会の役員さん

とかをやっぱりバスで一度避難所で行ってもらって現地見てもらうだけでも、やっぱり知

っていると知っていないとでは大きな差が生まれると思うんで、どうですか、ぜひご検討

いただきたいんですが。 

危機管理監 検討させていただきたいと思います。 

委員長 ちょっといいですか。 

今の付随してなんですけれども、副委員長とか助川委員が避難訓練という、実際にシミ

ュレーションして、実体験をしてみたらどうかということを先ほどから言っていますよね。 

ということは、要するにこういうマップありますよね。それを家庭とか職場に配ります

よね。 

結局これ、たんすの中にしまったままとなってしまって、やはり一度、市民全員が訓練



 - 12 - 

というのは大変なことですから、先ほど言った自治会とか、我々議員とかがですね、実際

に想定外のことも考えられますんでね、いろんなものを含めておいて、実際に体験してみ

ていって、そうすると我々も強い、体験した主張が、お話や説明が身をもってできる、と

いうことをやらないと、だれもかれも机上のプランになってしまって、どうでしょうか、

どうでしょうかっていうことで、本当に起こったとき、避難訓練というものの中に原子力

災害も含めたこともやっていかないと、やはり今言っていた訓練といわれるほどのあれが

いわれないような気がするんで、ぜひそれは協力をお願いしたいと、私からも思います。 

以上です。 

古川委員 ごめんなさい。何度も申し訳ございません。 

仮に、これ避難ですね、この計画どおりできたとしてもですよ、果たして那珂市に、福

島の例とか見ますとね、那珂市に帰ってこられるんだろうかとか、そういうことまでやっ

ぱり考えてしまうわけですよね。 

そういった部分での補償といいますか、そういった部分については、何か、例の首長の

懇談会とか、そういう場でそういう話っていうのはされているでしょうか。 

危機管理監 首長懇談会の中ではそこまでの話はされてございません。 

古川委員 起きてみないとということもあるのかもしれませんが、非常に不安ですよね。 

例えば、先ほどのように１カ月も行っていた場合にどうなっちゃうんですかね。 

この計画そのものとは関係ないかもしれませんが、そういったことまで、やっぱり避難

っていうことは、一時的に１日行ってね、無事でよかった、はい皆さんで那珂市に帰りま

しょうってできるならまだあれでしょうけれども、それが非常に市民としては不安ですよ

ね。 

危機管理監 そちらのほうも、やはり長期間になることも考えられますので、やはり市民の不

安というのはございますので、そういったことも踏まえまして、市の執行部のほうでも、

そういったことも想定しながらちょっと考えさせていただければと思います。 

委員長 はい、福田委員。 

福田委員 ちょっと伺いたいのはね、まず避難に対しての各地域、地区、これはまず、これか

ら説明会いろいろ開催していくんだろうと思うんですが、いわゆる自主避難、それから誘

導避難、この辺がどういうふうになっているのか。 

それとですね、想定外のことも、これ、あり得るわけですね。この前の福島でも想定外

というようなことで、これだけの大きな問題が発生して、そういう意味では、例えば災害

によっていろいろ条件が変わるわけでしょう、避難するについても。 

先ほどの説明では高速道路を使うというのがありましたけれども、これ、震災の場合と

いったら高速道路というのはまずちょっと、規模によっても違うと思うんですが。 

そういった幅広いね、幅広い想定、こういうことを想定した今回のマップだろうと思う

んですよ。その辺どうなんですか。 
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防災課長補佐 今回の想定に関しては、県のほうから示された、県のほうから示されたルート

に対して想定をしたものであって、幅広いというふうな形まではまだ至っていない状況に

あります。 

福田委員 そうするとね、最初に言った、各地域の避難というのは、いわゆる自主避難をする

んですか、それとも誘導避難をしていくんですか。 

防災課長補佐 災害が起きたときに、この中でも示していると思うんですが、防災無線を使っ

たりとか、あと、そういうふうな形で避難の指示はさせていただくような想定になってお

ります。 

そこから自家用車で避難できる方は自家用車で避難すると。 

その途中途中に段階がありますので、その段階で指示が変わっていくというふうな形に

なりますのでその都度指示を出すんですが、最終的には自家用車で避難できる方は自家用

車で避難していただいて、自家用車で避難できない方が一時集合所に集合していただいて、

そこでバスを使って避難していただくというふうな形になります。 

細かい部分に関しては県のほうとの打ち合わせとか、内容が示されていない部分があり

ますので、全てに対してお答えできるかというとちょっと難しい部分はあるんですが、ま

ず避難する場所ですね、避難する先が皆さんわからない部分が多いということで、まずは

その避難先がどこなのか、自分の地域がどこの避難所に行くのかっていうのをまず説明さ

せていただいて、その中から、細かい部分に関しては後々示していかなければならない部

分があると、県のほうからもまだ示されてない部分、多々ありますので、そういうふうな

打ち合わせと、あと避難先の想定される市町村ですね、そこの筑西市、桜川市のほうとの

打ち合わせも今後かなり出てくると思います。 

その中で随時決めていかなければならないと考えております。 

以上です。 

福田委員 おおむねわかりましたけれどもね、いわゆるなんていうんですかね、防災無線を活

用してその指示をすると、こういうことでしょう。 

はたして防災無線、どうなのかな。その辺に疑問があるんですよね。 

防災課長補佐 すみません、説明不足で申し訳ないです。 

防災無線だけではなくて、あらゆる放送ということで、緊急エリアメールとかそういう

ふうなものも使っていきますし、使える部分に関しては、ありとあらゆる形をとりたいと

いうふうには考えています。 

今現在想定されているものだけではなくて、今後新しいものが出ればそういうふうなも

のも検討していかなければならないとは考えております。 

福田委員 はい、わかりました。 

委員長 ほか。 

はい、遠藤委員。 
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遠藤委員 本当にいろんなことがあるんですけれども、例えばそのバスなんですけれどもね、

バスっていうのは、一時集合所に、つまり学校とかに皆さん集まってもらって、そこにバ

スが来て避難所に届けるっていうことでしょうが、バスって何台ぐらいを想定しているん

ですかね。 

危機管理監 バスのほうは市が県に要請しまして、県が手配することになってございます。 

手配先となる茨城県バス協会は、地域防災計画、県及び市で指定地方公共機関としての

避難所の輸送協力をすることになっていますが、28年の４月１日現在で、現在97社が加入

しており、保有台数は2,579台ということでございます。 

当市でも那珂川交通が８台を所有している状況ですが、バスの輸送につきましては県の

ほうで今検討していまして、各市町村から避難者の人数の割り振りをしていまして、まだ

今現在のところバスの必要台数等も示されていない状況でございます。 

遠藤委員 とにかく県が確保してやってくれるということですね。 

それだって本当にいろんな想定はしなきゃいけないと思いますが、まず本当に、那珂市

に何台、どこに何台来てくれるのかっていうのはやっぱり詰めて確認していただきたいん

ですよね。 

その2,579台というのは、あくまでも県の、県全域の話ですもんね。その中で那珂市に何

台でそれぞれ一時集合所が何カ所あってとなると相当絞られると思うし、これ、例えば１

回行って、またピストン輸送するという、そういう想定、何回かっていうことなんですか。 

原子力Ｇ長 バスの確保台数、必要台数についてもまだはっきりしたことにはなっておりませ

んが、先ほど委員のほうからもお話ありましたように、実際にその避難者に対しての人数

にバスが果たしてまず確保できるのかどうか、絶対数としてバスのほうが確保できるかど

うかっていうのが、まず一つの大きな問題になります。 

これはあくまでも想定というか、考えの中なんですが、当然、足りなければ一時集合所

に残される方が出てくることも想定されますので、やはり実際にはピストン輸送、そうい

ったものも当然時間はその分かかるかと思うんですが、そういった形で搬送していくよう

な必要もあるのかなというふうに考えております。 

委員長 冨山副委員長。 

副委員長 そのバスに乗られる要配慮者の方ですね、それを今後どうやって把握していくのか

が大事になってくると思うんですよね。 

多分、手を挙げて、挙手方式で上げてもらうというような形なんですが、やっぱりそこ

を自治会なんかを通じて、この方は車がない、１人住まいのちょっと歩くのが困難なお年

寄りとかっていうのは、やっぱり自治会制度いいものあるんですから、利用してその人数

の把握まで追いかけるようにしたほうがいいのかなとは思うんですが。 

防災課長補佐 はい、すみません。 

避難行動要支援者としては原子力災害だけではなく自然災害等もありまして、現在調査
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をしている状況にあります。 

避難行動要支援者としてうちのほうで把握しているのが約1,600人ほどおります。 

この部分に関しては、50人乗れるバスで考えた場合に、先ほどのバス台数でいうと32台

ぐらいというふうな計算は出ています。ただ、全体的な、バスに何人乗るというふうな形

になりますと把握ができていない状況にあります。 

これも一人一人に乗るか乗らないかっていう確認をとるということは非常に難しい話に

なりますので、その辺は県のほうと相談しながら進めていくことになってくると考えてい

ます。 

委員長 はい、古川委員。 

古川委員 すみません、何度も。最後にします。 

今の二千五百何台というのは各バス会社が保有している台数ですよね。 

その日旅行に行っているんじゃないですか、場合によっては。１泊とか、そのバス来て

くれませんよね、間違いなくね。 

そういったことも考えると非常に不安ですよね。 

このマップを出して一時集合所に集合してくださいっていうマップですから、これね。 

車で移動してくださいという方はまだ対応できるかもしれませんが、一時集合所からバ

スを手配していますよっていうふうなマップを出して、それで事故が起きたときに、シー

ズンなのでバスが手配できませんでしたっていうわけに当然いかないと思うんでね。 

その辺がこれを出す怖さといいますか。安易に避難所の場所だけ書いていればいいんだ

っていうものだけではないと思うんで。 

頑張ってください。 

委員長 ほかに質疑ございますか。 

     （なし） 

委員長 なければ質疑を終結いたします。 

続きまして、気体廃棄物の放出状況について議題といたします。 

執行部より説明をお願いいたします。 

危機管理監 それでは（３）気体廃棄物の放出状況についてご説明いたします。 

お配りしました資料、平成28年度第２四半期における気体廃棄物の放出状況についてを

ごらんください。 

この資料は、平成28年度第２四半期７月から９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11の事業所から報告があったものをまとめてございま

す。 

表の見方につきましては、放射性廃棄物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、適正に移管にされておりますことを報告させていただきます。 
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以上でございます。 

よろしくお願いいたします。 

委員長 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 なければ質疑を終結いたします。 

暫時休憩いたします。 

執行部はここで退席となります。お疲れさまでした。 

再開を11時10分といたします。 

     休憩（午前10時56分） 

     再開（午前11時10分） 

委員長 再開いたします。 

議会報告会での意見等への対応についてを議題といたします。 

10月の議会報告会、大変お疲れさまでした。 

先日の全員協議会で連絡がありましたとおり、本日は議会報告会で参加者からいただい

た意見等のうち当委員会所管の内容についてどのように対応するかを検討してまいりたい

と思います。 

定例会初日に今回の議会報告会の記録を全議員に配付しております。 

どのような意見に対応が必要か、どのように対応するか、事前にごらんいただき、ご検

討いただいたご意見を伺ってまいります。 

それでは、ご意見をお伺いいたします。 

じゃあ、事務局。 

書記 じゃあ、一応、記録のほうをちょっとかいつまんでということになるんですが、原子力

安全対策常任委員会に関する部分だけ、ちょっと補足させていただきます。 

一応ですね、出た質問としましてはＪＣＯのごみの焼却炉のところ、いつまでやるのか

っていうことで、こちらのほうが二、三年かかった後に取り壊すということで回答済みで

ございます。 

それからもう一点ありましたのが、原子力についてということではあるんですけれども、

埼玉のほうの変電所で火災があった際に、原発なんかでも使われているようなケーブルが

燃えていたということで、原電では大丈夫なのかというようなご質問だったかと思うんで

すが、こちらのほうも一応ですね、防火塗料を使うということで聞いていますということ

で、一応対応というか、回答はこちらのほうでしているということになっております。 

この２件です。 

委員長 はい、どうですか。ご意見ございますか。 

はい、助川委員。 

助川委員 議会報告会でですね、２件の案件等とも、ともに委員長のほうから回答されておる
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形でありますから、これに間違いない形でしょうから、それでよろしいと思います。 

委員長 はい、わかりました。 

そういうわけで、今後も引き続き原子力安全対策についてしっかり監視していくという

ことにしていきたいと思います。 

というわけで、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29年２月21日 

    那珂市議会 原子力安全対策常任委員会委員長  笹島  猛    


