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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11月11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） 

     市長 海野  徹      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 

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）安定ヨウ素剤の市内全域事前配布について 

       概要：執行部から説明を受けた。 

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ます。 

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いたしま

す。 

携帯電話をお持ちの方は電源をお切り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全員でございます。 

欠席委員はございません。 
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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。 

会議事件のため、副市長ほか関係市職員が出席を求めております。 

職務のため、議会事務局職員が出席しております。 

ここで副市長よりごあいさつをお願いいたします。 

副市長 改めまして、おはようございます。 

原子力安全対策常任委員会、お疲れさまでございます。 

本日の案件につきましては、継続審査になっております請願第２号ほか１件の案件でご

ざいます。 

審議のほどよろしくお願い申し上げまして、あいさつとさせていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

委員長 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。 

初めに、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を議題といたします。 

本件については９月定例会にて審議を行いましたが、周辺自治体の採択状況及び原子力

所在地域首長懇談会等の経過並びに要望の内容を確認すべきとの理由から、継続審査とな

っております。 

本日は要望の内容等についての資料が提出されておりますので、まず、これについて防

災課より説明をお願いいたします。 

危機管理監 はい、ご説明させていただきます。 

まず、お配りしました資料のほうをごらんください。 

原子力所在地域首長懇談会の取組みについてご報告をさせていただきます。 

この原子力所在地域首長懇談会は、東海村や那珂市に立地する原子力機構や原子力発電

所などの今後と、これか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月に東海村長を座長として、水戸

市を含めた５市１村で設立されております。 

資料の右余白の番号でございますが、この番号は別添で付けさせていただいております

要求書等の資料が時系列内容と同じ番号となってございます。 

それでは、現在までの経過について、記載のとおり時系列にまとめてございますので、

主な内容につきましてご説明をさせていただきます。 

平成24年７月及び平成25年３月に日本原子力発電株式会社に対し、原子力安全協定の範

囲及び権限の拡大、新設、増設等に関する事前了解等について要求書を提出してございま

す。 

しかしながら、２回の要求に対して回答がないことから、平成25年６月に速やかな回答



 - 3 - 

を求めるため要求書を提出いたし、12月に安全協定改定までの当面の措置として、日本原

子力発電株式会社より覚書を交換するとの提案があり、それを受けて３月に覚書の取り交

わしをしてございます。 

平成26年４月に東海第二発電所の設置変更許可申請（安全審査申請）に係る申入書を原

子力所在地域首長懇談会及び県央地域首長懇話会の両座長の連名による提出を行いまして、

５月に申入れに対して、覚書の内容を遵守するとともに申入れの趣旨にのっとり真摯に対

応する旨の回答がございました。 

内容につきましては、設置変更許可申請は決して再稼働に直結するものではないことを

確認する内容となっております。 

その後、設置変更許可申請（安全審査申請）を原子力規制委員会へ提出した内容に対す

る審査会合状況やヒアリング内容の説明がございました。 

次に、本年７月に開かれた会議の席上、各首長から安全協定の見直しについて多くの意

見が出されましたが、日本原子力発電株式会社から具体的な説明がなされないことから、

再度原子力所在地域首長懇談会を開催することとなってございます。 

当初、11月下旬の開催予定となっておりましたが日程調整がつかず、12月21日開催の予

定となってございます。 

以上、原子力所在地域首長懇談会の取組みについてご報告をさせていただきました。 

今後もご報告及び資料等の提供をさせていただきたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

委員長 次に、周辺自治体の採択状況について事務より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、所在地域首長懇談会構成市町村請願陳情審査状況という資料をご用意してお

りますので、ご用意ください。 

こちらのほうにございますとおり、日立市、常陸太田市において同様の内容の請願陳情

が提出されておりますが、こちらのほう、不採択ということで結果が出ております。 

また、ひたちなか市においても同じような内容の請願が提出されてございますが、こち

らが継続審査という状況でございます。 

東海村と水戸市につきましては、提出はないということです。 

なお、不採択になった自治体の理由でございますが、常陸太田市のほう、原子力所在地

域首長懇談会及び東海第二発電所安全対策首長会議、こちらのほうで何度も要請を行って

いるところであり、また、常陸太田市議会から平成23年に日本原電のほうに要請書のほう

を提出しているということで、今回意見書提出の必要はないということだそうです。 

また、日立市のほうですが、こちらも同様に首長会議等で協議を行っている段階であっ

て、覚書の内容のほうに日本原電の今後についての判断を周辺自治体に求めるまでに安全
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協定の見直しをするということが書き添えられていること、それから日本原電からも申入

書に対する回答に真摯に対応するということで回答をいただいているという理由から、現

時点では経過を見守る段階であり、議会として意見書を提出する必要はないということだ

そうです。 

周辺自治体の状況については以上になります。 

委員長 これより質疑に入ります。 

なお、継続審査の理由になっていた原子力所在地域首長懇談会は前回の審議以降開催さ

れておりません。現時点において会議の経過については確認できておりませんので、この

点をご理解の上でご審議をお願いしたいと思います。 

それでは、各委員からこの請願についてのご意見を伺います。 

遠藤委員 きょう、初めて首長懇話会の資料が出たわけでございますけれども、ちょっと、先

ほどの説明ではちょっと、余りにもさらっとし過ぎていてですね、どれがどれなんだかと

いう、ちょっとわからないんですよね。 

今、我々、ちょっと配付されましたけれども、まだちょっと目を通すいとまがないです

よね。 

どういうことを、報道されていることぐらいはわかりますが、具体的にはちょっと、議

会としては今回初めて示された資料でございますので、もう少し説明していただかないと

何とも判断ができないのですが。 

委員長 防災課、もう少し詳しく説明をお願いいたします。 

危機管理監 先ほど申し上げましたが、資料、大変遅くなりましたが、配布したその番号ごと

の主な内容としまして、資料のほうの主な内容のほうに転記をしてございます。そちらを

要約したものでございます。 

それでは、主な内容について、資料のほうと照らし合わせながらちょっと読ませていた

だきます。 

まず、１番の資料としまして、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、要求書についてでございますが、こちらのほうの主な内容としまし

ては、東海第二発電所の再稼働の可否判断に係る協議や使用済み燃料の安全対策に係る協

議について、懇談全市村が同等の権限を持って参加することを記載してございます。 

また、原子力安全協定、乙であります所在市町村の範囲及び権限の拡大、新増設等に対

する事前了解（第５条）、廃止措置計画（第５条の２）、安全上の措置（第10条）、立入

調査等（第12条）に関する規定の見直しでございます。 

続きまして資料の２でございますが、こちらは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改定要求をしてございます。 

こちらの内容としましては、日立市、ひたちなか市、那珂市、常陸太田市、水戸市を東

海村と同じ権限を有する所在地域として位置づけるということでございます。 
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あとですね、使用済み燃料の貯蔵施設に関して、原子力施設に含まれることを追加規定

するということと、そのほかに第９条、第10条、第10条第４項に追加規定を設けてござい

ます。 

あわせて第10条第３項のただし書きを削除している内容でございます。 

続きまして資料の３でございますが、こちらは要求書でございます。 

日本原子力発電株式会社から、平成24年７月17日及び平成25年３月15日の要求に対する

回答がないことから、速やかな回答を求める要求書となってございます。 

続きまして資料の４でございます。 

東海第二発電所の安全確保及び環境保全に関する取組みについて回答ということで、日

本原子力発電株式会社から回答をいただいております。 

こちらの内容につきましては、安全協定改定までの当面の措置として、覚書を交換する

との提案の内容となってございます。 

続きまして資料の５、要求書でございます。 

こちらにつきましては、大変申し訳ありません、資料５、東海第二発電所の安全確保及

び環境保全に関する覚書でございます。 

大変失礼しました。 

原子力発電所周辺の住民が安全で安心して暮らせる環境を確保するため、東海第二発電

所の安全確保及び環境保全に関する安全性向上対策は再稼働に直結するものではないこと

を前提として、当面の措置として覚書を交換する内容でございます。 

続きまして６番の資料でございます。 

こちらにつきましては東海第二発電所の設置変更許可申請、安全審査申請に係る申入れ

でございます。 

内容としましては、原子力所在地域首長懇談会及び県央地域首長懇話会座長、水戸市の

連名による申入書を日本原子力発電株式会社に対して提出した資料となってございます。 

資料の７でございます。 

こちらにつきましては東海第二発電所の設置変更許可申請安全審査申請に係る申入れに

ついての回答を日本原子力発電株式会社からいただいたものでございます。 

主な内容としましては、平成26年３月５日に取り交わした覚書を遵守し、申入れの趣旨

にのっとり真摯に対応する旨が記載してございます。 

続きまして資料の８でございます。 

こちらにつきましては東海第二発電所の設置変更許可申請、安全審査申請について、原

子力所在地域首長懇談会と県央地域首長懇話会から提出をしたものでございます。 

内容としましては、設置変更許可申請、安全審査申請は決して再稼働に直結するもので

はないこと、また、使用済み燃料を有している東海第二発電所の安全確保を図るのみであ

ることの内容となってございます。 
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以上、添付資料の主な内容としまして以上でございます。 

遠藤委員 はい、ご説明ありがとうございました。 

懇談会、首長懇談会設立が平成24年ということですから、４年間にわたって複数回この

ように意見交換というか、要求書を提出したり、その回答が来たり、覚書を取り交わした

りということをされているというのはわかりました。 

まだ、ただ資料自体をなかなか目を通すいとまがないですけれども、少なくともここま

での時点でこの首長懇談会がどういうことを要求して、原電からはどういうふうな回答の

状態になっっていて、今何が課題で、どういう状態なのが、何が今、どういうポイントな

のかということを教えていただけますか。 

防災課長補佐 原子力所在地域首長懇談会のほうなんですが、こちらのほうから、資料１、２

のほうなんですが、この内容について原子力発電所のほうへ再稼働及び安全に関する内容

について申請をさせていただいて、そのあとなんですが、回答がない旨がありましたが、

そのあと覚書を交わすという案が出まして、再稼働前までにそういうふうな内容について

こちらと話し合いを求めるということで答えを出していくというふうな形で回答されてい

る状態です。 

まだその回答がうちのほうに上がってきている状況ではないので、こちらから再度求め

ていると。その内容についてどうなんだということで求めている状況にあります。 

その旨、近いところで28年７月27日なんですが、各首長のほうから回答はまだなのかと

いうことで原電のほうに伝えていると。 

そのときにも回答がなかったので再度回答を求めるということで、28年12月21日に開催

する予定というところで今とまっている段階ということで、まだその回答は原電のほうか

ら実際には出ていないという状況です。 

遠藤委員 経緯の中では、端的に言うとこの首長懇談会の６自治体からは原子力の立地自治体

と同じ権限を、再稼働するに当たっての同じ権限をくださいよという話をしているわけで

すよね。 

原電さんはどういう言葉で、どういう説明でそういうふうな、こちら側がというか自治

体側が求めているものと違うような表現での答弁というか、回答になっているんですか。 

どこまでは答えてもらっているんですか。 

防災課長補佐 答えられているというのは、原電のほうからあるのは再稼働前までにそういう

ふうなものに対して結論を出していくということがメインで、まだその結論に関しては再

稼働前なので精査しているところだというふうな状況になっているということです。 

遠藤委員 では、そういう回答に対して首長懇話会の中からは、例えば早く回答をという、お

おむねそういう話なんでしょうが、具体的には首長からどういう意見が出ているんですか。 

市民生活部長 首長懇談会からの要求は先ほども担当のからご説明しましたとおり、あくまで

東海村と同等の権限を立地地域に与える、拡大するということを繰り返し要求していると
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ころでございます。 

原電からはそれに対して明確な回答はいまだないと。 

覚書の中で、原子力発電所の再稼働を求める、再稼働の判断を求める時の前までに協定

の見直しについて結論を出すということも覚書の中でも回答しているところでございます。 

それに対して首長のほうからはどういう意見が出ているのかというご質問だと思うんで

すが、当然首長のほうからはですね、早急に原電として明確な回答を示せということは再

三にわたって申し入れているところでございます。 

先だっての７月、一番直近の懇談会は７月にございましたが、そのときにも原電からは、

今原子力規制庁の安全審査を受けているんですが、その安全審査の進捗状況についての説

明しかなかったんですね。 

その中で、やはり我々懇談会として要求している権限の拡大について、いつになったら

回答を出すんだということで要求したということでございまして、それでもまだ原電とし

ては、回答としては、引き続き覚書と同じ回答でございますので、それでは困る、早目に、

早急にですね、権限拡大について結論を出せというような要求をしたところでございます。 

それに対して原電のほうで回答できないということだったので、12月に改めてもう一度

やろうということになったという流れでございますので、ご理解いただければと思います。 

遠藤委員 ということは、今度の12月にそういう回答をもらえるような流れなんですか。 

市民生活部長 それはわかりません。 

それはやってみないとわからないですね。 

原電としてはやっぱりなかなか、原電の事情もあるんだとは思うんですが、他県、ほか

の発電所にも影響することでございますので、なかなか結論が出せないという状況でして、

あくまで今の状況ですと覚書の中に記載されているとおり、再稼働の判断を求める時点の

前までに結論を出すということの繰り返しをしているという状況でございます。 

委員長 ほかございませんか。 

助川委員 市民の安全安心を求める声は、今原子力発電、止まっている自治体ならずですね、

このように隣近接されている自治体は全て不安感を持ってこういう対応をされておると思

うんですが、ちなみに、参考に、全国の自治体でこのような形で安全協定を見直せという

ような形になっておる場所は何カ所ぐらいあるか把握していますか。 

危機管理監 大変申し訳ございません。 

把握してございません。 

助川委員 東海の原発に関しては隣接の人口がですね、大変多い人口の地域になっておると思

うので、特に安全協定の同等の権限を求めるということに対しては、市民の皆さん大変強

いお気持ちだと思うので、これが見直されない限りは、私どもも議員の一員としては不安

を払拭できないということもありますので、これは早急にですね、そういう要望を求めざ

るを得ないという考えでありますので、これの要望、要求をされておって、延び延びにな
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っておるという一番の原因って何なんですか、これ。 

市民生活部長 この所在地域の問題なんですが、これは報道等にもありますように、現在の考

え方といいますか、今までの流れですとやはり自治体ごとなんですね。所在自治体、つま

り当地域でいえば東海村と県ですね、にしか権限を与えていないというのが、全国どこで

もそのような状況です。 

それに対して茨城県、我々周辺自治体としてはそれでは困るということで、福島原発の

例も見れば、当然自治体の境界は関係ない、少なくとも30キロ圏内は同等の被害をこうむ

る、事故が起これば被害をこうむるわけですから、それに対してやはりそれなりの意見を

述べる権限を要求しているということですが、現状から言えば、現在稼働している原発は

数カ所ございますが、そこもやはり周辺の自治体からは多分権限拡大についての要求はあ

るんだと思うんですが、認められていないというのが現状でございます。 

原電についてもですね、やはりそういう状況を踏まえて、原電のみで回答が出せないと

いうような状況なのかなというふうには解釈しています。 

古川委員 今部長からご説明のあったような現状を考えますと、私は前回も申し上げたと記憶

しているんですが、周辺自治体に東海村と同じ権限を持たせるのは多分難しいんだろうな

と、現実的に思うんですね。 

ですから、この前も言いましたように、東海村と我々がそういう協定を結んで、我々が

ノーと言ったら東海村さんもノーと言ってくださいよという、そういう自治体間の協定の

ほうが現実的なのではないのかなという気がするんですね。 

そういう意味で、東海村のスタンスというのは、この懇談会に入っていて、ほかの自治

体にも我々と同じように、我々というのは東海村ね、と同じような権限を持たせてくださ

いと東海村も言っているわけですよね。 

であれば、東海村が中心となって再稼働の是非を、例えば東海村が問われた場合に、ほ

かの自治体さんどうですかと。那珂市がノーと言っているんであれば、周辺自治体ノーと

言っていますので東海村としてもノーですというような答えを出していただいたほうが現

実的なのかなという気がするんですけれど、東海村のスタンスというのはどうなんでしょ

うか。 

市民生活部長 東海村は当然この首長懇談会に入っておりますから、意見としては同じ意見、

我々自治体と同じ意見ということだと思います。 

ただその実態としては、やはり所在地域で既に権限を持っておりますから多少の温度差

はあるのかなというふうな感じは持っております。 

今古川委員がおっしゃったような方法も一つの選択肢ではあろうかなと思いますが、現

状では少なくとも同じ権限を強く要望していくという姿勢には変わりはございません。 

連携すると、仮に連携してということであればですね、東海村と同じ権限を持っている

のは茨城県でございますので、茨城県の中で、回答するに当たって周辺自治体の意見を聞
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くというようなことが選択肢としてはあるのかなというふうに、私は個人的には思います。 

古川委員 わかりました。 

委員長 ほかございませんか。 

遠藤委員 じゃあ、ちょっとそもそものお話なんですが、原子力の立地自治体に、そういう再

稼働を判断する権限があるということになりますけれども、それというのはそもそも何に

基づいての話なんでしたか。 

法令、どこの法律の第何条という。 

市民生活部長 いわゆる原子力安全協定です。 

法令に基づくものはございません。あくまで安全協定に基づくものです。 

今第何条なのかというお話ですが、ちょっとそれについては、今手元に資料はあるんで

すが、よく読み込んでみないと、今ちょっとこの場ではお示しすることはできないかなと

… 

委員長 はい、石川部長。 

市民生活部長 はい。 

原子力施設の安全協定、正式には原子力施設周辺の安全確保及び環境保全に関する協定

書というものを、茨城県、それから周知市町村、立地である東海村も含めてですね、結ん

でおりますが、これの第５条ですかね。 

読み上げます。 

第５条丁は原子力施設及びこれと密接な関連を有する施設を新設し、増設し、変更し、

またはこれらに係る用地の取得をしようとするときは、事前に甲及び乙の了解を得るもの

とする、とあります。 

この協定の締結、自治体ごとの割り振りというのは甲乙丙丁というふうになっておりま

して、甲が茨城県ですかね、乙が立地ですから東海村、私たち周辺自治体は丙になるんで

すかね。丁は事業所です。 

委員長 はい。 

じゃあ５条を続けて読み上げてください。 

市民生活部長 読み上げます。 

第１項として、先ほどちょっと読み上げたとおりでございまして、丁は原子力施設及び

これと密接な関連を有する施設を新設し、増設し、変更し、またはこれらに係る用地の取

得をしようとするときは、事前に甲及び乙の了解を得るものとすると。 

ここで甲と乙の了解を得るというふうに言っておりますので、ここに丙、私ども丙が入

ってこないということでございます。 

これを丙まで拡大しろというふうな要求をしているということでございます。 

遠藤委員 では、今回の再稼働という部分はその第５条の新設でも増設でもないですから、変

更という部類に当たるというところですか。 
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市民生活部長 そうですね。そのとおりです。 

遠藤委員 そうすると、先ほど、全国でこういう周辺地域の自治体にまで判断を広げろという

要望が出ているかという部分では出ていないという話でございましたけれども、こういう

全国にある原子力施設のそれぞれの原子力安全協定の中で、やはり立地の自治体、いわゆ

る市町村と、あとはその都道府県のみなんですか。 

事業所とそういう新増設等に関する事前了解の権限を持っているのは、やはり都道府県

と立地している市町村だけになっているんですか、全体的に。 

市民生活部長 それは茨城県以外でというお話ですか。 

私の知っている限りではそのとおりだと思います。 

立地の市町村と県ですね、のみというふうなふうに理解しております。 

遠藤委員 ということは、あとその先ほどの話、上位法令はないわけですね。 

いわゆるその、今回、各地域の原子力安全協定に基づいて、先ほどの周辺自治体である

丙まで広げることはどの法令をも抵触しないというようなことになりますか。 

市民生活部長 この安全協定そのものが法律に基づいたものではございませんので、法律上の

縛りはございません。 

あくまで紳士協定ですので、事業所と自治体とで結んでいる協定でございます。 

ですから事業所のほうが了解すれば拡大は可能なんですが、現状はなかなか、そうは言

っても実現していないということでございます。 

副委員長 はい、ご質問させていただきます。 

この安全協定に関する覚書。覚書の有する立場として、覚書ってどのようなポジション

になるんでしょうかね。 

協定よりは、結んでいるわけじゃないですし、覚え書きを交わしたという時点で、これ

なんかを読むと、茨城県をはじめとする構成自治体との安全協定の見直しをするものとす

るということは、結局安全協定を事前に、やっぱり再稼働する前に見直さないと、再稼働

はないと言っているようなものなのかなというので取っていいのかなとちょっと質問した

んですが。 

市民生活部長 安全協定そのものが、先ほど申しましたように紳士協定でございます。 

この覚書もやはり紳士協定なんですね。 

ただ、紳士協定とは言っても、これに覚書として取り交わした以上は原電としてはそれ

を守る義務が生じるわけです。それを仮に守らないとすればそれは社会的に、何といいま

すか、制裁があるのかなというふうに。 

法的なものはございませんが、あくまで紳士協定として結んだものでございますから、

守るべき、守る義務が生じているということでございまして、この覚書にも、今冨山委員

のほうからもありましたように、再稼働の判断を求めるときまでに安全協定の見直しをす

るというふうに言っているわけですから、これはそのとおりにやっていただく、当然やっ
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ていただかなければならないというふうに思っております。 

副委員長 これを読むと、やっぱり見直しをすることと書いてありますので、事実上これは安

全協定の拡大になっていくのかなと、私なんかは取れちゃうんですが、ちょっと違います

か、ニュアンス的には。 

市民生活部長 見直しをするという表現が、即範囲の拡大というふうに理解するのはまだ早い

のかなというふうに思います。 

あくまで私どもとしては範囲の拡大を要求して、見直せよというふうに言っているわけ

ですが、原電としては見直すことは約束はしましたけれども範囲の拡大までは言及してい

ないということですので、引き続き粘り強くですね、強く要求していかなければならない、

範囲の拡大について要求していかなければならないというふうに思います。 

委員長 ちょっと石川部長、いいですか。 

そうすると７月27日にですね、今言っていた首長懇談会をもって、その協定の見直しに

ついて、安全協定について結論が出なかったと。 

今度12月17日かな、また、もう一度、再度。同じような、そういう６市町村でやってい

るものが、同じようなことが何度も何度も続いていくという、我々、私なりに、個人的に

感じるんですけれどもね。 

それに私らが付随して、議会として今これが求められていると。 

要するに主役であるね、市町村がまだどういう状態になるかわからないのに、私らも付

随して、議会としては安全協定のほうを、考えを持ってほしいということで、ちょっと私

らもどういうものかなと感じているところなんですけれどもね。 

これからの成り行きというかそういうものの、役所としてね、どういう、そういう考え

をお持ちかとか、ちょっとお聞きします。 

市民生活部長 安全協定の範囲の拡大については、単独市町村で要求してもなかなか難しいか

ら関係する市町村連携して要求していきましょうよということでこの懇談会をつくって、

そこで要求しているんだと思うんですね。 

12月、次回の懇談会で果たして原電から前向きな回答が出るかどうかについては正直わ

かりません。 

ただ、我々としてやらなければならないのは、強く、言葉は悪いですが、事業者に対し

て圧力というんですかね、かけていく、これを継続していくというのが私どもができる精

いっぱいのことですし、ずっとそれはやり続けていかなければならないのかなというふう

に思います。 

それに対して議会はどうなのかということなんだと思うんですが、この請願者の意図と

しては行政、自治体が要求している、一緒、連携して要求しているんだから、それをバッ

クアップというでんすかね、応援する意味でも、議会としても要求してほしいというのが、

その請願者の意図なのかなというふうに私は思います。 
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委員長 そうしますと、先ほどから言っていましたね、要するに事業者として見ればやはり県

とか立地市町村だよね、東海村とか、というのが中心で、のみ相手にしたいということの

意図が取れるんですけれどね。 

そのものに対してどういうあれですか。 

市民生活部長 事業者としてはですね、これは推測にしかなりませんが、当然相手にする、相

手にするといったら語弊がありますけれども、相対するのはやはり県であり自治体なんだ

と思うんですね。 

ただ、当然私ども自治体としてこうプレッシャーをかけているわけですので、それは事

業者としてもやはり強く感じているんだと思うんです。 

そこに議会も、それに加わって圧力といいますか、かけてほしいというのが今回の請願

の意味なのかなというふうには思うんですが。 

委員長 はい、わかりました。 

ほかございますか。 

福田委員 先ほどからこの内容、懇談会の内容あるいは原電の回答がないということ、これは

あくまでも再稼働に対しての、今回の何といいますか、進め方であって、実際には懇談会

ではこの廃炉とか、そういう議論というのはこれ資料を見るとないんですが、そういうあ

れは全くなかったのかな。 

市民生活部長 廃炉について、廃炉すべきだとかどういったこととかという意見は今のところ

出されていないようです。 

ただ、原電としては再稼働を前提として今安全対策を行っているわけですから、当然や

はり再稼働というものが近い将来ですかね、出てくるんだと思うんですね。 

それに対して私たち周辺自治体も意見を言わせてくれよということで要求しているとい

うのが現状でございます。 

福田委員 ですからね、いわゆる原電としては再稼働、こういうことに対しての地域、いわゆ

るこの30キロ圏内、これのやっぱりこの要望、いわゆるこの権限の拡大というのかな、こ

れに対して応じないということは、これ、いつになったって平行線になちゃうんじゃない

の。 

先ほどの話ではあくまでも稼働前に、再稼働前に結論を出すというようなことなんでし

ょう。 

ですから、そうしたらばいつになったってこれ平行線だろうと思うんだよね。 

これは来月ですか、懇談会が開催される、こういうことにやっぱり注目していくという

ことも一つの考え方かなと私は思うんですが。 

ちょっと、何か奥歯にものが挟まった、そういう感じを強く受けるんですがね。 

市民生活部長 原電のほうで、今は再稼働云々の話は一切出してこないんですよ。 

あくまで安全審査ですかね、原子力規制庁の安全審査を受けて、その安全対策をやって
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いきますよ、その先に再稼働というのは多分出てくるんだと思うんですが、今のところは

再稼働云々については、原電でも一切俎上に上げてこないということでございますので。 

ただ、繰り返しになりますが、その先には当然再稼働というものが出てくるというふう

に考えるのが常識でございますので、それに対して周辺である我々自治体として強く意見

を述べる、意見を言える権限を与えてくれということで要求しているということでござい

ます。 

古川委員 それでは、仮にこの権限を持たされた場合、那珂市はどう進めるんですか。 

市民生活部長 これは具体的にここでどうするということは申し上げにくい、申し上げられな

いのかなと思います。 

ただ、市長が申しておりますのは、市民の皆さんの意見を集約した上で判断したいとい

うふうに申しておりますので、その市民の意見の集約方法はどうするのかということにつ

いてはいろいろ議論はあるのかなと思いますが、そのような形で判断していくということ

になろうかと思います。 

古川委員 市民投票条例の話のときに、原電の再稼働については市民投票条例でということで

したよね。 

ということは首長としての判断、議会としての判断には頼らないというようなお考えな

んでしょうか。 

市民生活部長 それはちょっと違うと思います。 

やはり首長である市長は市長の考えもあるでしょうが、市長の、例えば市長の考えだけ

じゃなくて、そこに市民の皆さんの意見あるいは議会の意見を反映した上で、最終的な結

論を出したいということでございますので、そこはご理解いただければと思います。 

委員長 ほかございますか。 

なければそろそろ意見集約をしたいんですけれども。 

暫時休憩します。 

再開を11時といたします。 

     休憩（午前10時51分） 

     再開（午前11時） 

委員長 では再開いたします。 

引き続きこの請願についてのご意見を伺います。 

福田委員 この件についてはですね、那珂市としてももうちょっとやっぱり議論を重ねていく、

さらには12月に開催される首長懇談会、この推移をですね、見ながらいくということにつ

いては、私は当委員会としては継続をしながら、もうちょっと議論を重ねていきたい、こ

ういうふうに思います。 

以上です。 

委員長 はい。 
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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、全員賛成と認め、よって請願第２号は継続審査すべきものと決定いたしました。 

暫時休憩いたします。 

再開を11時５分、11時15分といたします。 

     休憩（午前11時２分） 

     再開（午前11時14分） 

委員長 再開いたします。 

安定ヨウ素剤の市内全域事前配布についてを議題といたします。 

本件は通知にありませんでしたが、当委員会で確認すべきと判断しましたので、本日の

議事に追加いたしました。 

なお、本件については市長の出席を求めておりますので、ここで市長よりごあいさつを

お願いいたします。 

市長 改めましておはようございます。 

皆様にはですね、市政運営につきまして格段のご配慮をいただきまして感謝を申し上げ

ます。 

さて、本日の委員会については、議長から安定ヨウ素剤の市内全域事前配布について説

明の要請がありましたので、担当課から詳細についてご説明をさせたいと思っております。 

以上、簡単ですがあいさつとします。 

委員長 それでは防災課より説明を願います。 

危機管理監 はい、ご説明させていただきます。 

安定ヨウ素剤の市内全域事前配布についてでございます。 

まず初めに、安定ヨウ素剤とはということで、原子力災害で放出される放射性物質の中

に放射性ヨウ素という物質が含まれております。 

放射性ヨウ素は人が体内に取り組むと甲状腺に集積する性質があり、放出する放射線に

よって内部被曝となり、数年から数十年後に甲状腺がんを発生するおそれがございます。 

放射性ヨウ素が体内に取り込まれる前の24時間以内または直後に安定ヨウ素剤を服用す

ることにより、甲状腺への集積の90％以上を抑制することができるとされております。 

次に現状についてでございますが、原子力災害対策指針では原子力施設から５キロ圏内

が安定ヨウ素剤の事前配布対象地区となっております。 

また、５キロから30キロ圏内については原則として事前配布は行わず、事故の進展によ

る避難や一時移転等の際、備蓄してある安定ヨウ素剤を配布、服用させることになります。 

この際、配布場所を経由する避難経路の設定や複数の受け渡し窓口等を設けるなど、避

難・服用自体を遅延させない工夫や、車中や屋内で配布するなどの被ばくを避けるための
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方策を講じる必要があるとされています。 

当市では、本米崎地区が５キロ圏内と位置づけられており、平成27年の10月に安定ヨウ

素剤を事前配布し、ことし3月と11月13日に未配布者や転入者、出生者を対象にした追加配

布を実施しているところでございます。 

市内の全域配布の取り組みについての考えとしまして、東日本大震災による福島第一原

子力発電所の事故を見ても、原子力災害が発生した場合、事故の影響が広範囲に及ぶこと

は明らかであり、原発から５キロという距離で線を引くことは意味のないものであると考

えます。 

また、事故により市内全域で大きな混乱が起きることも想定され、その混乱の中、市民

に対し確実に安定ヨウ素剤を配布するということは現実的に困難であると考えております。 

市としましては、緊急事態時の無用な混乱を回避するとともに市民の安全安心を確保し

なければならないことから、安定ヨウ素剤の市内全域事前配布が必要であると考えました。 

なお、事前配布の方法や配布時期については現在検討をしているところでございます。 

以上でございます。 

委員長 質疑に入ります。 

質疑ございますか。 

はい、そうですね。 

まず市長にちょっとお尋ねしたいんですけれども、今、委員のもとにですね、東京新聞

の11月1日付けというのを配布しました。 

私が聞きたいのは11月11日本日、原子力常任委員会があるにもかかわらず、なぜマスコ

ミに取り上げたのか。 

私が招集をかけたのはそれを、新聞を見て聞いたということで、今回わざわざ招集をか

けてその意図を諮りたいということで、市長、なぜ私らに、まして私は委員長なんで、一

言もお話なくそういうことを行ってしまったのか伺います。 

市長 この取材については10月30日かな、東京新聞の記者が来まして取材をしたいということ

で、取材に応じたわけです。 

内容はね、所在地域の進展についてということでお話伺いにきたんですね。 

その冒頭でひたちなか市がね、事前配布しているわけですね、その話をして本間市長の

行っていることは本当に住民をね、守るという意味では、すばらしいことだという評価を

本間さんに言ったわけですね。 

それを聞いて那珂市はどうなんですかという話があったものですから、やっぱり事前に

配布しないとね、先ほども説明がありましたけれども、本当にね、5万5000人の市民に対し

て400、500人足らずの職員でね、緊急時に医師に見せて、それで配布すると、24時間以内

じゃないとこれ間に合わないわけですから、そういったことができるのかということを考

えれば、やっぱり事前に配布するのがいいでしょう、今検討させているということをお話
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ししたわけです。 

議会にはもちろんね、後で詳細が決まってね、予算がいくらですよ、方法はこういうふ

うな方法でやりますよということをこの次の議会ね、新年度の予算になると思うんですけ

れども、そこでご説明をしようかなというふうに思っていたんですけれども、全戸配布へ

とこうね、見出しが躍っちゃったもので、ちょっと私も意外だったんですけれども、でも

そういうことで現在検討しているということですね。 

ですからまだこれから、もちろん議会の承認を得て、全て予算を執行しなくちゃいけな

いわけですから、その詳細について今やっているわけです。 

ですから、このことについて一番最初に、ちゃんと決まってからお話するのが筋だと思

いますので、検討中の段階でお話することは別にないのかなというのが私の判断です。 

全て、事業に関してはそういうスタンスではないでしょうか。 

一番、ちゃんとした枠組みが決まって、予算が決まって、それで議会にお示しして、議

会が判断するというのが通常の筋だと思います。 

委員長 せっかくね、11月11日本日ね、市長は開かれるというのはわかっているかどうかわか

りませんけれども。本日、きょうね。 

それで、11月30日東京新聞、マイナーな新聞社だよね、呼んだか来たかどうかわかりま

せんけれども、それは逆でしょう。 

我々は最初にその説明をして、せっかくここにね、集まっているのがわかっているんで

すから、これは専門の委員がいるわけですから、まずそれにお話、説明をしていって、そ

れから全員協議会何々するというのが、段階的に手順を踏む、そういうことをなぜ思いつ

かなかったのかなと。 

また同じような、議会軽視になるんじゃないかということを私はちょっと思ってね、今

回呼んで市長にどういう意図かを私は確かめたかった、それを。 

市長 通常ね、冒頭にお話ししたように、ちゃんと枠組みが決まってから議会にお示しするの

が通常のあれじゃないですか。 

まだ想像している、あるいは検討している段階でお話しするよりも、ちゃんと決まって

からお示しすると。 

まだ、多分算定ができていないと思うんですけれども。 

この記事が出ちゃったので、私としてはご説明するいい機会をいただいたなというふう

に思っています。 

だから、議会軽視ということでは一切ありません。 

そこはちゃんと認識していただかないと困りますね。 

委員長 じゃあ、これより質疑に入ります。 

質疑ございますか。 

古川委員 すいません、ちょっとその記事の中で、ちょっと気になったのは、県との交渉がこ
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じれて、こじれたんだけれどひたちなかは全戸配布したというふうに読み取れるんですけ

れど、そこ県とのこじれとはどういうことなんでしょうか。 

市長 詳細についてはわかりません。 

市民生活部長 この安定ヨウ素剤の配布につきましては、国で原子力災害対策指針というもの

をつくっております。 

この中で安定ヨウ素剤についてはＰＡＺ、いわゆる５キロ圏内ですね、これについては

事前配布、それ以外、それより遠い５キロから30キロ圏内については事故が起こった際に、

何ですか、その事故の経緯を見ながら配布の判断をすると、配る、配らないの判断をする

と。 

だから事前配布は行わないというのが国の原子力災害対策指針でございます。 

ひたちなか市では、国も県も当然その指針にのっとった形で地区内のＰＡＺに対して事

前配布を行っているわけでございますが、ひたちなか市も一部ＰＡＺが含まれております。 

ですが、ひたちなか市ではＰＡＺ内だけの事前配布では不十分だということで、全戸配

布に踏み切ったというのが現状でございますので、その点で県と調整が、県はＰＡＺだけ

ですよというふうに言っているんですが、そこがこじれたといえばこじれた、意見が合わ

なかったということだと思います。 

古川委員 ということは、交渉がこじれたということではなくて、ひたちなかが独自の判断で

やったというだけの話ですよね。 

県はやっちゃだめだよ、いやうちはやる、というふうにして交渉したんだけれどこじれ

たということではないということですよね。 

指針がそうなっているけれども、ひたちなかの判断で、言葉は悪いですけれど勝手にや

ったということでしょう。 

そういうことですよね。 

市民生活部長 はい、おっしゃるとおりです。 

委員長 ほかございますか。 

副委員長 今のに付随するんですけれど、ひたちなか市で勝手にやったという場合、今まで、

この間、前回の私が議会入る前なんですけれど、萩谷議員さんの質問の中で安定ヨウ素剤

は今現在、当時で、26年３月ですか、丸薬で４万錠、内服液が、粉薬が500グラムが保管さ

れており、不足分は今年度中に県が購入し、というわけなんですが、これ、県の指針、国

の指針を全く無視した場合には、市独自でやる場合には、今まで県が予算をつけていただ

いたのは、これ市独自のこの予算の持ち出しになるんですかね。 

危機管理監 そちらにつきましては県より配備された分でございますので、今後も変わりなく

配備される予定となっております。 

市民生活部長 補足でご説明申し上げます。 

今おっしゃられたのは備蓄分ということで、県から那珂市の備蓄分はこれだけですよと
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いうことでいただいているのが４万何千錠という形ですかね。 

それは今後も変わらないと思います。 

そうではなくてそれ以外、それはそれとしてですね、それ以外に事前に各家庭に必要な

分のヨウ素剤を配布するということですから、それは市のほうで単独で、ひたちなか市も

そうなんですが、単独で購入して配布するということでございます。 

副委員長 そうすると備蓄分は備蓄分として、今現在ひだまりと市役所で管理されているのが

あるという、それはそれでまた別に購入して、それを各家庭に配布なされるという、その

ような考えでよろしいんですね。 

市民生活部長 はい、おっしゃるとおりです。 

副委員長 私、この件に関して６月の定例会のほうで一般質問させていただいたんですが、そ

の際にヨウ素剤の配布方法にはまだ県の方針も明確に示されていないので、その動向を踏

まえた上でヨウ素剤の分散配備の必要性を含めて検討すると答弁いただいたんですが、や

っぱりいろいろな、諸事情が変わってこうなったと思うんですが、どのようなお考えがそ

こに入ってこのような、まだ５カ月ぐらいしか経っていないんですが、なったのかという

のをお聞かせいただければ。 

市長 冨山委員はご存じかと思いますけれど、日本に活断層幾つあるかわかりますか。活断層。 

反問じゃなく。 

あのね、わからないと思うんで、2,000あるんです。そのうちの大半が今ね、活動期に入

っているんですよ。 

大きい地震がある、それから火山なんかも110ありますけれど、そのうちの半数近くが活

性化しているんです、今。いつ何が起きてもおかしくない状況なんです。 

そうした中で原子力災害が生じた場合ね、本当に、緊急に、24時間以内ですからね、ヨ

ウ素剤を飲まないとだめなのは。 

24時間以内に５万戸、５万4,000人、５万4,000人の人たちに医師の診断を得ながら、果

たしてちゃんと配ることができるか。 

できないと思いますよ。 

だから事前にやるのが、ひたちなかは独自にやっていますけれども、それが本来の姿だ

と思うんです。住民の安全。 

ヨウ素剤を飲んだからといってすべて放射能に関するあれをガードできるわけではない

ですけれども、少なくとも甲状腺がん、これは防げるんですよ、飲めば、24時間ね。 

だからそういった意味で、これから議会におかけするわけです。 

その方向で今検討していますけれども、いつ変わったかというと、そういう事実を知っ

たからです。 

ひたちなか市がやったということもわかりましたんで、そういうことで検討させてもら

いますように答弁はしてありますけれども、これはやらなくちゃいけないと、ひたちなか
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でやっているのでやらなくちゃいけないと私は判断して、指示を出したわけです。検討す

るようにね。 

まだ決まっていないんですよ。 

お金が幾らかかるか、それからね、医師会の協力も得られるか、あるいは国、県からね、

どういう指導が来るか、これもわからない。これは交渉しながらやらなくちゃいけないわ

けです。 

だから、ちゃんと決まってから説明しますよということを言ったんだけれども、いわゆ

るそういう方針を出したということは、そういう事実を認識したからです。 

今ね、沖永良部島かな、あれ、火山の噴火ね。あれも本当にがあっとしていてね、ここ

50年はね、ものすごい地殻変動の時期なんですよ。 

50年過ぎると安定期に、これは専門家の話なんだけれども、そうした非常に不安定な状

況の中でね、何が起きてもおかしくないわけです。 

そういう中では、やっぱり国としてね、本当に国民を守るんだったらね、事前に配付し

て、何か事象が起きたときに24時間以内に飲める、そういう体制をつくるのが本来の姿だ

と思うんです。 

だから国がいろいろ、そういう方針を出していますけれども、やっぱり基礎自治体の首

長って、やっぱり住民を守らなくちゃいけないんですよ。住民を守るのが第一義なんです

よ。 

ただそのためにこういう方針を出した、そういうことです。 

副委員長 すいません。 

その場合の判断ですが、国と県とこじれてというのもあるじゃないですか、ひたちなか

市の事例が。 

その辺の状況に置かれても、やっぱり上手に話し合いながらやっていくというおつもり

はあるのかというのをちょっと。 

市長 この新聞にもね、記事読んでいただくとわかると思うんだけれど、協力を求めながらね、

それから国とか県に説得しながらやっていきたいと思います。 

国から指導とかそういうのがあれば、直接ね、私のところへ来てくれれば、私が国の担

当者に言いますよ。あなた守れるんですかってね、果たして守れるんですかと、そういう

事象が起きたときに。 

福田委員 市長、それはね、市民を守るというような観点からはそれは大いに結構なんですが、

じゃあこの30キロ圏内の首長懇談会、これ開催されていますよね。そういうところでそう

いう議論というのはされているの。 

これはなぜかというと、あくまでもこの安全協定ということは先ほどやりましたけれど

も、そういうことにこだわらずですね、もうちょっとやっぱり幅広い、そういう意味でね、

そういう那珂市の首長としての主張を懇談会で述べていますか。 
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市長 自分なりの意見は述べていますけれども、各自治体の首長それぞれご意見がありますの

で、全戸配布すべきじゃないかという話はちょっとしたことがあります。 

それを国が持つのかね、お金をね、持ち出しになっちゃいますからね。国が持つのか、

それともそれは事業者が出すべきだろうというお話はありましたけれども、そういった突

っ込んだ議論ではありませんけれども、そういう議論はしています。 

福田委員 それは大いに議論をしていただきたいと思うんですよ。 

それでね、あくまでもその懇談会において、国、県、これがどうしてもだめだと言えば

これは各自治体が負担する、そういうことになってくるのかなと思うんですが、やっぱり

段階というのがあるわけですから、やっぱりそういうことも懇談会ではね、しっかり議論

を、あるいは訴えをしていただきたいなと、こういうふうに思います。 

これはなぜそういうことを言うかというと、いわゆる30キロ圏内に那珂市があるという

ことで、福島の事例を見ても近隣が非常に被害をこうむっている。 

そういう意味ではね、もうそういう前例があるわけですから、そういうことというのは

やっぱり首長としてね、大いに声を大にして、そしてやっていただきたい。 

それにはやはり財政ということがあるわけでしょう。 

これどれぐらいかかります、例えば概算でいいですけれど、全戸配布といった場合には

概算でどれぐらいかかるんですか。 

危機管理監 あくまでも積算がまだですのであれなんですが、医師、先ほど市長から言いまし

たように薬剤師をお願いした場合、おおよそ報酬としまして四、五千万はかかるかと想定

しています。 

福田委員 四、五千万、概算ですから、それはそれで四、五千万という財政負担、これはね、

やっぱり国、県に対してね、そういう要望を強く持っていただきたいなと。 

それと同時に、このヨウ素剤というのはいわゆる何というんだろう、期限があるでしょ

う。あれずっとじゃないですよね。ある程度の、何年間という期限があるわけでしょう。 

すると、その場合に、またその期限が来れば、また配布しなくちゃならないわけでしょ

う。 

そういうことまで考えているのかな。 

市民生活部長 先ほど四、五千万と申し上げましたのは、１年間、例えばどういう形になるか

はこれから医師会、薬剤師会と協議して、その配布方法をどうするかというのはこれから

決める話なんですが、例えば市民の皆さんがお医者さんのところへ行って、問診票なり何

なりを書いてもらって、それを持って薬局へ行って薬をもらうということにするとすれば、

お医者さんへの報酬、それから薬剤師への報酬、それプラス薬剤代、薬代ですね、という

ような形でお金がかかってくるわけです。 

それが１年間で100％皆さんが取りにいくということはなかなか考えづらいので、それが

例えば初年度は20％ぐらいと見込んだ場合には四、五千万かかるのかなというようなこと
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で申し上げたような次第です。 

今後の話ですが、やはり100％を目標にしてですね、配布するということになろうかと思

いますので、初年度は四、五千万、次の年も多少、それよりは少し下がるかもしれません

が、それなりのお金がかかってくる。 

さらに３年後には最初に配った薬が期限が満了、３年間の消費期限というんですかね、

期限が切れますので、また交換のために同じような手続が、ですからお金はその都度かか

ってくるということになろうかと思います。 

福田委員 石川部長ね、私は建設的な考え、執行部がそういうことですから、私は建設的な考

えでね、これ意見を述べているんですよ。 

勘違いしないでください。 

何か、ちょっとこう、勘違いしてるように、受けとめたんですけれど。 

いわゆる、非常にこれ財政的には四、五千万というのは大きいですよね。 

でも安全確保ということ、そういうことからいけば、それはそれで理解はしています。 

していますが、あくまでも那珂市独自で配布をする、それの前にね、ひたちなかの事例

はありますけれども、那珂市は那珂市の独自のね、考え方、新たな考え方を持って国、県

に対してのそういうことを強く要望する、そしてどうしてもそういうことが結果的に出て

こないというんであれば、それは段階的には各自治体が負担をしていくということもそれ

はそれでいいかとは思いますが、まずこれはね、那珂市独自にね、独自に行く前に、やは

り国、県に対しての強い要望、そういうことをしていくというのも一つの選択かなと、私

はそう思うんですよ。 

ですからそういうことをやってきて、それから今回のようなことを打ち出してくる、そ

ういうことを私は期待しますね。 

いかがですか。 

市長 はい、どうもありがとうございます。 

今後ですね、全国市長会とかですね、あるいは県央首長会議、それから所在地首長会議、

そういったところにおいてですね、国、それから県に対してですね、これを全額国の負担

でやってもらえるようにお願いしたいと思います。 

この災害についてはですね、大丈夫だろうと、もうないだろうという人もいますし、そ

れから先ほど申し上げたように活断層たくさんあります。 

活性化していて、特に今中央構造帯から今度は南海トラフに行くんですね。 

だから、40メーター、39メーターかな、あの津波がいつ起きてもおかしくないというの

が専門家の指摘なんですよ。 

それから、今回熊本地震がありましたね。 

あれの発端はその南海トラフの端から起きたものが発生してあそこへ行ったというふう

に言われています。 



 - 22 - 

幾ら耐震をしてもですね、断層のずれですとですね、どんな建物を建てても意味がない

んですよ。 

もうやられちゃうんです。 

だからそういう意味で危険な状態がありますので、私としてはやりたいというふうなこ

とでやっていますけれども、今福田委員のほうからもお話がありましたように、やっぱり

自治体の財政に大きく影響するものですから、その辺はよく考慮してですね、それからあ

る程度の、ある程度といいますか、ちゃんとしっかりした方針が決まりましたら、皆様に

ですね、議員の皆さんにお示しをして、そこで判断をいただければというふうに思います。 

高いのか安いのか、それとも高いけれど安全のために仕方ないだろうとか、そういうご

意見があると思いますので、なるべく早くまとめましてですね、議員の皆さんにお示しを

したいというふうに思っております。 

以上です。 

福田委員 それと市長ね、全国市長会というのがあるでしょう。 

そういうところで、やっぱり立地している周辺の首長、こういうときにですね、そうい

うことを那珂市からも発信してもいいんじゃないですか。 

全国に今幾つあるんだっけ、発電所は。三十二、三カ所あったのかな。 

というと、数はともかくとしてもその周辺の首長がいるわけでしょう。 

全国市長会、そういうところでね、那珂市の海野市長、先頭切って発言してね、そうい

うことをやっぱり国に訴えていく、そういうことをね、積極的にやっていただきたいなと。 

これは財政的なこと、そして国が認めているこの原発、こういうことなんですから、当

然やはり国にもそういう義務があるんじゃないかなと。 

だから幅広いね、幅広いことで、今回のこのヨウ素剤、こういうことを考えていただき

たいなと、強く求めたいと思います。 

以上です。 

委員長 はい、ほか。 

古川委員 参考までにお聞きしたいのですが、配布は私もすべきなのかなと思っていますけれ

ど、実際に服用、飲むときの指示はだれが、医師会の方とかに相談してあれするんですか。 

危機管理監 こちらの飲むときの指示は、国から県のほうに下りまして、そこから市町村のほ

うに下りる形になってございます。 

はい、それは国のほうから県のほうに下りまして、県から市町村のほうに下りるという

形になってございます。 

古川委員 そこに多少の時間がかかるような気はするんですが、ただ、国、県がその指針で認

めていない５キロ圏外の方に、那珂市とかひたちなか市が、例えば持ったとしますよね。 

そうすると、指針で認めていないものを持った人のやつを国とか県が指示しますかね。 

市民生活部長 ５キロ圏外ですね。 
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いわゆるＵＰＺというふうに呼んでいるんですが、ここでヨウ素剤を飲ませたほうがい

いかどうかというのは、先ほど担当のほうからもありましたように国の原子力災害対策本

部で決定して、県を経由して市のほうへ下りてきます。 

その場合ですね、これは事前に配付しているか否かにかかわらず、ＵＰＺ市町村は備蓄

がございますので、事前配布していなければ備蓄しているヨウ素剤を飲ませるということ

になります。 

事前配布していれば、その旨を広報して皆さん飲んでくださいよという形で飲んでいた

だく、そういう形になりますので、国の指針に逆らって配っているからどうのこうの、那

珂市にはその指示が届かないといったことはないというふうに思います。 

古川委員 そこの指示がね、飲んでくださいという指示がきちんとしないと、時間的なロスも

含めてね、私飲んじゃいました、事故が起きたと聞いたんでもう私飲んじゃいましたとい

うような人がたくさんいた場合に、またそこでね、本来飲む必要がなかったのかもしれな

いけれども飲んじゃいましたという人が出ると思うんですよね。 

そうした場合に、また備蓄もしなきゃいけない、事前配布もしなきゃいけないというよ

うなことでまたお金もかかってくるということがあると思うんで、先ほど福田委員がおっ

しゃったようなことも含めてね、那珂市が持ち出しで用意しなくてもいいようにしていた

だけたらなと思います。 

助川委員 原子力災害対策指針ということで、５キロ、30キロ以内の圏域に安定ヨウ素剤を備

蓄しなければならないというふうなことの指針が、これは国、県の指針ととらえていいん

ですか。 

イコールということですか。 

市民生活部長 原子力災害対策指針、これは国でつくっているものです。 

国の、規制庁でつくっているものでございます。 

助川委員 国のほうのね。 

そうしましたのを受けてですね、本市では本米崎地区５キロ圏内を位置づけて、平成27

年10月に事前配布されたと書いてありますけれども、これ何％ぐらいの配布率だったんで

すか。 

危機管理監 配布率としましては61.23％でございます。 

助川委員 未配布の方々にこれ、今後追加配布を、実施中なのかな、今。 

危機管理監 はい、実施中でございます。 

先ほどお話させていただきましたが、今月の13日、日曜日に追加配付を予定してござい

ます。 

以上でございます。 

あと、先ほどすみません、先ほどの61.23％は昨年の10月配布時の率でございまして、あ

と３月の配布を含めますと今現在65％となってございます。 
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大変申し訳ございません。 

以上でございます。 

助川委員 このときの予算というのは、市独自の予算ということではなくて、県のほうから、

国のほうから助成があったわけですね。 

危機管理監 はい、おっしゃるとおりでございます。 

助川委員 全額ですか。 

危機管理監 はい、全額でございます。 

助川委員 そうしますと、今後の市長が言われた形の全戸配布ということに関しては、国のほ

うの助成はなしということなんですね。 

そして自前で用立てるということなりますと、4,000万から5,000万かかるということな

んですけれども、既にもう配布されておりますでしょうから服用の仕方とか、それから効

能期限がどのぐらいですよとか、そういったものは配布者にすべて周知されて配布をされ

ているんですね。５キロ圏内は。 

危機管理監 事前説明をしまして、その後問診をして配布をしてございます。 

助川委員 飲み方とか、そういうことも全て含めて。 

危機管理監 はい、そうでございます。 

以上でございます。 

助川委員 そういったことをやられて、全国に五十数基、原発がある形になっていますけれど、

ほとんどが今のところ再稼働されていない、定期検査ということになっておりますけれど

も、安全審査協定等々、審査基準を満たす形で、今原発のあるところは望んでおる状況だ

と思うんですけれども、再稼働になるかならないかもわからない状況下の中で、これをで

すね、市の独自の形で、4,000万から5,000万というと相当な金額になりますので、市長が

冒頭に言われましたように、市民の安心を守るのは市長の役割だということで、そういう

思いに駆られたのはわかるんですけれども、この東海の原発も現時点では再稼働になるか

ならないかもわからない形で今推移しているわけでありますので、これ費用対効果という

か、そういう安心を確保するためにこれだけを、もし起こらなければ4,000万、5,000万捨

てる形になるわけでありますので、そのことを考えた場合には、市民の皆さん方のそうい

うお声というか、思いですね、これはしっかりとお伺いしながら、慎重にお決めにならな

いと、私どもの説明がなかなか難しくなるような感じもありますので、もうちょっと慎重

に判断をせざるを得ないのかなという思いでおりますけれども、市長のお考えは。 

市長 ちょっと勘違いをされているんではないかと思います。 

使用済核燃料があります。これは常に冷やしておかなくちゃいけないんですね。 

その電源、例えば先ほどお話ししました地震があったり、それから火山があって広範囲

に灰が降る、そうすると停電が起きますね。 

停電が起きますと、非常用電源はありますけれども、それでもその非常用電源が稼働し
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なかった場合には福島と同じ状況になる。 

したがって、止まっているからといって必ずしも安全ではない。 

そういうことです。 

ですから検討せざるを得ないと。 

これから約３年間の間にですね、原子力発電所は次々と再開していきます。 

これはもう業界ではもう周知の事実でありますので。 

ただ、東海がどうのこうのということはわかりませんけれども、これはもう玄海かな、

玄海のね、あれも二つ審査委員会のほう通っています。 

ですからそういう状況にありますので、これは先ほど福田委員がおっしゃられましたよ

うに、そういう立地自治体と連携をしながらですね、これは動かすなとかそういうことで

はなくてですね、やっぱり安全を確保しなくちゃいけない、地域住民を守らなくちゃなら

ないと、そういうことが大切なわけでありますから、これから動く状況とか、それから火

山、それから地震の発生、そういったものに備えて、やっぱり事前に配付しておくことが

一番市民を守る安全策だというふうに思います。 

５万5,000の市民にね、繰り返しになりますけれども24時間以内にね、医師の診断を経て

配布する、これはね、もう不可能に近い状況だと思いますよ。 

ですから、そのためには、これは議員の皆様のご判断でございますけれども、事前に配

布するというのが、私は一番いい安全策であるというふうに思っています。 

助川委員 起こらないことをね、望むわけでありますけれども、それには首長懇話会、原子力

の隣接になっている、そういう機関もありますので、やるならば全ての自治体が助成をい

ただけるような、そういう働きかけを当然いただきながら、この事業に関してはやってい

ただければというふうに思いますので、その辺のところの推移も今後私どもも見守らなけ

ればならない状況なんで、市長には特にその辺の、先ほども福田委員のほうからもお話が

ありましたように、強力にですね、自治体の負担が軽くなるような形で、しかも市民の安

心が確保できるような方策をいただければと思います。 

福田委員 それともう１点。 

先ほども言ったけれどね、付け加えて言わせていただきたいんですが、ちょうど今いい

チャンスじゃないですか。 

今30キロ圏内、いわゆる権限を拡大しろよということを今首長やっているわけでしょう。 

それに合わせて、このＰＡＺ、いわゆる５キロ圏内じゃなくて、これも拡大をしなさい

と、距離を。このヨウ素剤について。 

いいチャンスじゃないですか。 

ですからそれをね、この12月に開催されるということを先ほど聞きました。 

そういうところで海野市長から発言してね、県のほうあるいは原電だっていいんですよ

ね。原電が、いわゆるここは原電なんですから。 
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やっぱりそういうことを訴えてくださいよ。 

お願いしますよ、これ。 

市長 12月のその会議のときですね、発言していきたいと思います。 

それから、県央首長会議もあったよね。 

２月にも、これはもうちょっと幅の広いところですけれども、30キロ圏内ですね、そこ

の首長会議もありますので、その会合でもそういった発言をしていきたいというふうに思

います。 

ありがとうございます。 

遠藤委員 きょう、臨時でですね、こういった議案が追加になった、議案というか事件が追加

になりました。 

正直この内容につきましては、我々委員は資料が全くありませんので、きょうは審議は

できないですね。 

実際費用が幾らかかるかという、口頭では先ほど四、五千万ということですが、これは

数字で出た、文書で出たものでもございませんし、どういう内訳なのかがわかりません。 

もしわかれば教えてください。 

市民生活部長 きょうはあくまでご報告、こういった方針で考えておりますというご報告でご

ざいますので、先ほどどれぐらいかかるのかということで申し上げましたけれども、それ

も具体的な配布方法をどうするのか、さらには医師会、薬剤師会の協力が得られるかどう

か、これもまだ不透明でございますので、まだ正直白紙の状態でございます。 

ですから、あくまできょうご審議いただくということではなくて、きょうはあくまでご

報告ということでございますので、資料として何かしら提出、お示しするものもございま

せんので、ご了解いただければと思います。 

遠藤委員 市長は先ほどそういう、検討しろという指示を出したという話ですが、それはいつ

出したんですか。 

市長 最近かな。 

ちょっと、明確には覚えておりませんけれど、二、三カ月以内だと思います。 

遠藤委員 きょうね、多分この事件として出ているのは、当然今白紙、全く白紙だという話で

すから、白紙の状態のものを議会としては審議はできないし、報告を受けることもないと

思うんですね。 

ただし、今回、確か新聞が出たということ自体が、私は今回はちょっと議論するべきな

のかなと思っていまして。 

というのは、これ、これから資料が出てくるわけですね、議会に。これから協議をし、

審議をする内容であるはずです。 

実際にマスコミに出るということはどれだけの影響があるかということなんですよ。 

大体、先ほど市長は通常という話をされましたが、通常そういう枠組みとかね、内容が
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決まってから議会に報告するのが筋じゃないですかというお話をされましたよね。 

通常そういう枠組みが決まってからマスコミに出すべきなんじゃないですか。 

今部長がおっしゃいました、白紙の状態なんですよ。 

白紙の状態なのにそれを出すということは、これはいかがなものか。 

市長の言葉が軽くなってしまうのではないか。 

もっと言えば、これから我々は、議会は書類を提出されて、これから協議をする、審議

をする立場なんですよ、我々は。 

その前に執行部が今みずからおっしゃった白紙の状態のものを新聞に出されて、それか

らこちらへ上がってくるんですよ。 

それに対して、我々は市民の代表ですから、市民に対して我々も説明責任があります。 

どういう判断をしてやっていけばいいかというのはこれから協議をするのに、何も執行

部で決まっていないものを、市長が先ほどの話、新聞記者が来たからしゃべっちゃった、

それが出ちゃってどうのこうのという話ですが、それはちょっと余りにも軽いのではない

かというふうに、これは市民の立場からしても感じるんですね。 

内容の議論ではありません。 

内容はきょう資料が出ていませんから議論できません。 

しかし市長の言葉としてですね、そういったものは軽いんではないかというふうに思う

のですが、いかがですか。 

市長 全く見当違いのね、ご意見でございまして、これは書き手の意向もありますので、聞か

れたことを正直にお話したとね。 

ひたちなか市の方針はどうですか、それから考えているんですかということですから、

そういうお話をしたわけで、この記事の一番末にも言っていますけれども、ちゃんとよく

ね、精査をして、それから議会にお示しして、議会の承認をいただくということを言って

おりますので、決してね、軽いとかね、そういうことではないと思いますよ。 

あたかも私を陥れるためのね、その詭弁のように私は感じるんですけれども。 

いずれにしてもね、これが出たことは、むしろ私にとっては良かったかなと、皆さんに

ご説明する機会ができたんで。 

ただ、私のほうからは積極的にこれを書いてくれなんていうことは一言も言っていませ

んし、むしろもうちょっと別な書き方があったんじゃないかなというふうには思っていま

すけれどもね。 

以上です。 

遠藤委員 これは10万、20万の話ではない、それだって１円たりとも血税は大切でございます

から。 

それを議決するのは議会でございますのでね。 

それがこれは四、五千万だという、大枠の算定でございますけれど、かなり大きいもの
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だと、大きい事業に対するものだと。 

これを議会としても慎重な、これから審議をしていかなきゃいけない案件だと、それを

市長がこういうふうにマスコミに対して流すということはある意味、厳密な言い方をすれ

ば違うかもしれませんが、ある意味専決事項的な意味合いもあるわけですよ、もう何か規

定路線みたいな。 

それくらいの影響があるんですよ、マスコミに流すということは。 

これについてはいかがですか。 

市長 マスコミに流すというか、書いてくれと言ったわけではなくて、いわゆる記者がね、こ

の見出しがいいだろうということで見出しを書いたと思うんですけれども。 

決してね、何というんですか、マスコミを利用して云々ということではなく、やっぱり

今市民を守るためにはどういうふうにしたらいいかということを、この記者とはお話しし

たわけでありますから、決して何というんですか、議会軽視とかそういうことではありま

せん。 

遠藤委員 同じようですけれども、やはりね、もう少し慎重にしていただきたいんですよね。 

やっぱりこれから議案として上がってくるものですよ。ですよね。 

報告事項ではこれはありません。 

これだけ大きい予算を動かす認識をきちっと持っていただきたい。 

議決事項ですよ。ですよね。 

これは更なる慎重な審議が必要な案件です。 

なおかつ先ほど話が出ていましたが、安定ヨウ素剤、副作用が想定されます。 

子供に対しても、もしくは妊婦さんに対しても、いろんな部分でやっぱりそれは医師も

しくは薬剤師からも指導いただかなきゃいけないものを配るんですよ。 

やっぱり慎重にせざるを得ない、いろんな、場合によってはメリットだけじゃない、配

慮しなきゃいけないことも出てくる案件なんですよ。 

それを市としてどうやって市民の、そういう意味での、副作用から守るための担保をど

うするのかという議論も全然していないです、議会として。我々議会はいろんな面から考

えなきゃいけないんですね。 

それでもって議決をしていく案件なもんですから、これは全部が全部100％いいことばか

りではないと思っています。 

いろんな、やっぱり懸念材料がございますから、それも含めて議会は最終的に議決をす

るんです。 

それをある意味すっとばして、どうも那珂市長がこれを考えているからというふうなこ

とが出てしまうと、この影響は大きいんです。 

ですから、市長の判断、発言としては、やっぱりそういう重みをしっかりと感じていた

だかないと、今後こういうことがまた起きるかもしれないから、あえて苦言を呈している
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わけでございまして、慎重にしていただきたい。 

これから議決にかかる事項ですから。 

そこら市長の見解を改めていただきたいと思いますが、いかがですか。 

市長 今、医師とか薬剤師の話が出ましたけれども、それはもちろんこの中に入っているんで

すよ。入っているんです。 

これからね、これからそういった部分についてはご説明をします。 

ただ、この新聞記事についてね、説明をしろということだったものですから、そういう

資料もそろえてね、皆さんにお示ししたわけです。 

これから詳しくね、医師を介在させることとか、配布の方法、それから予算が幾らかと

か。 

大体はね、お医者さんというか、その診断にかかる人件費的な、人件費というか診察費

かな、診察にかかる部分がかなり大きいんですね。 

薬剤そのものはそんなに高いものではないんですよね。 

全部そろえても四、五十万かな、もっとかかる、そんなものなんですよ。４万というか、

５万2,000ぐらいのね。 

そこの部分が一番あるものですから、これからいろいろ医師会とか薬剤師会とか、これ

から連携しながら、連携というかお願いをしながら進めていくわけです。 

なるべくこう、絞った形で実施したい、実施できればというふうに考えていますので。 

その中には予算も出ます。それから方法も出ます。 

これからお示しするんです。 

今回は、きょうはこの記事について説明しろということだったものですから、うちのほ

うでペーパーを用意しまして、ご説明をしたということですね。 

遠藤委員 市長が今おっしゃったとおりですよ。 

これから示す内容なんですよ。 

しかも今具体的な数字が幾つか出ましたけれども、これもあやふやですよね。 

内容について私たちきょうは審議できませんから、内容はきちんとした資料が入って、

その根拠に基づいて審議をするんですから。 

ただ、私が言っているのはこういう市長の影響ね、発言の影響です。 

やっぱりこれから議決することに対して、やっぱり四、五千万もかかるようなことに対

しては、やっぱり慎重にしていただきたいと思うんですね。 

それについてはいかがですか。 

市長 委員長。 

あのね、これ審議、審議と言っているんですけれど、審議じゃなくてご説明です。 

ご報告。ご報告申し上げているんです。 

だから審議できないとか何とか言っていますけれど、ご説明をして、またこれについて
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ご質問いただきました。 

ですから審議ではないと思うんですけれど。 

審議ではないと思いますよ。 

だからそこは審議という勘違いをされては困ります。 

福田委員 いいかな。 

今回のこの件についてはね、我々もこのマスコミに取り上げた件について、いわゆる市

民に直結する、そして市民のためにということで、これ市長もマスコミに取り上げたわけ

ですから、我々もね、建設的な考え方で、先ほどいろいろ報告の中身について、いわゆる

財政的な面とか、そういう面あるいはその懇談会あるいは全国の話までしましたけれど、

そういうところと連携をしてやっていただきたい。 

それと同時にね、これはあくまでも建設的な考え方で私は物を言っているんです。 

それに対してやっぱり執行部もね、順序を踏まえて、やっぱりやっていただきたい。 

これなんですよ。 

そうでしょう。 

ですからね、その辺をね、やはりしっかりやっていただきたいと思いますよ。 

そして新たなこのヨウ素剤に対する報告というか、議題を出していただきたい。 

そうじゃないとね、我々も前向きに考えることじゃなくて、横道にそれる、そういう誤

解を招く。 

そういうことじゃなくてね、順序を踏まえて、お互いに頑張っていきましょうよ。 

ぜひお願いしますよ。 

遠藤委員 そういうことでございまして、やっぱりこの内容について私は云々という話を今し

ているわけでありません。 

しっかりと順序を踏まえていただいて、今おっしゃったとおりです。 

これはやっぱり議案として上げていただく内容です。 

それについては、しっかりと我々も、当然住民を守るための議論をしていくわけです。 

ただ、こういった形で出てしまうと、やっぱり違うと思うんですよね。 

それは反省していただきたいと思いますよ、しっかりと。 

我々も議案として上がってくれば真摯に議論し、住民のためにやるわけですから。 

これは当然、執行部と議会ということで、住民福祉のためにやるわけです。 

ただ、どうしてもこういうふうなものが若干、最近こう見え隠れするものですから、ひ

とつ苦言だけは呈させていただこうと思います。 

どうですか。 

市長 よく賜りました。 

古川委員 先ほど市長、来年度の予算という言葉が出てきたように記憶しているんですけれど、

おっしゃいましたよね。 



 - 31 - 

先ほど福田委員のほうからも、これ今後ね、首長の懇談会とか、そういったところでも

きちんと話をして、なるべく持ち出しがないようにというようなお話も、そして、そのよ

うにしますと先ほど市長からもございましたから、財政的な措置から考えても、来年度予

算は無理ですよね。まだ現時点で計画は白紙なんですから。 

上げちゃいけないとかそういうことを言っているんじゃなくて、現実的に無理ですよね

という話です。 

市長 いや、そういうことじゃなくて、やっぱり検討してみないとわからないという部分はあ

りますよね。 

だから来年、一応私としては来年度の予算で上げたいというふうに思っていますけれど。 

古川委員 それは、ということは、持ち出しでもやっちゃう、やる考えがあるよということで

すよね、ということは。 

市長 今明確にはね、これから検討して決めるということですね。 

委員長 ほか、ございますか。 

副委員長 私も建設的に話させていただきます。 

先ほどやっぱり福田委員さんが言ったとおり、県とか国が示している指針が、分散配置

ではちょっとままならないという、今那珂市の見解でしょうから、それがおかしいんであ

れば、やっぱり国、県に大いに首長懇談会なりで物申していただきたいなと、強くお願い

します。 

以上です。 

委員長 ほか、ございますか。大丈夫ですか。 

     （なし） 

委員長 はい。 

そういうわけで市長、ゆっくり段階を踏んで、みんなの、委員のまとめ、お話を聞くと

そういうことなんで、来年の予算をやるなんていうことを言わないで、もうそういうこと

で話がまとまっていますので、我々にも、やはり慎重審議をしたいもんですから、時間を

ください、ですから。 

ということでまとめますから。 

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（午後０分15分） 
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