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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29年２月１日（水）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 

     議   長 中﨑 政長  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 

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：不採択とすべきもの。 

議事の経過（出席者の発言内容は以下のとおり） 

     開会（午前９時59分） 

委員長 おはようございます。 

本日の原子力安全対策常任委員会を開催いたします。 

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て、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。 

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。 
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議長 おはようございます。 

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。 

会議事件はお手元に配付のとおり、請願に対する審議でございます。 

慎重なるご審議をお願いして、挨拶にかえます。 

ご苦労さまでございます。 

委員長 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。 

本日は原子力安全対策常任委員会にご出席、お疲れさまでございます。 

本日は継続審議となっております請願の審議でございます。 

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。 

どうぞ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、これまで２回にわたって審議を行ってまいりました。 

前回の審議において、周辺自治体の採択状況及び原子力所在地域首長懇談会での要望の

内容を確認することができましたが、前回の委員会開催までに原子力所在地域首長懇談会

の開催がなかったため、その経過が確認できず、継続審査となりました。 

まず、この経過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、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。 

それでは、お手元に配付しました資料をごらんください。 

第２回目の原子力所在地域首長懇談会が、昨年の12月21日水曜日15時から東海村の産業

情報プラザで開催された内容につきましてご説明をいたします。 

出席者は原子力所在地域首長懇談会構成６市村の首長全員が出席をしてございます。ま

た、日本原子力発電株式会社からは山本常務取締役ほか11名が出席をいたし、次第につき

ましては、記載のとおり茨城県原子力安全協定についてでございます。 

これまでの主な要求事項は、東海第二発電所の今後に関する重要事項に係る協議に関し、

東海村のみならず所在地域の全市町村が同等の権限を持って参加することを求める。 

次に、原子力安全協定の「乙」、所在市村の範囲及び権限の拡大並びに第５条、新増設

等に対する事前了解、第５条の２廃止措置計画、第10条、安全上の措置及び第12条、立入

調査等に関し規定の見直しを行うことを要求してございます。 
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各首長の一致した意見としまして、まとめてございます。 

一つ目としましては、隣接４市及び水戸市を東海村と同じ権限を有する所在地域「乙」

に位置づける。 

二つ目は、新増設等に対する事前了解及び同意について、隣接４市及び水戸市に対して

東海村と同等の権限を認める。 

三つ目として、原電の説明を求めているのではなく、協定の見直しを求める。 

以上、各首長の意見として出てございます。 

次に、各首長の意見に対しまして原電の回答は、隣接自治体に対し東海村と同じように

意見を拝聴しながら、懇切丁寧な説明に努めていきたい、また、事業者として引き続き真

摯に対応していきたいと繰り返し述べておりました。 

また、先月11日の茨城原子力協議会の会合後に、新聞報道等にございましたように、原

電、村松社長は安全協定の枠組み自体は変更せず、周辺自治体の権限拡大については事前

の説明や立入調査を認める協定外の新たな文書で取り交わす考えと述べてございます。 

次に、原子力所在地域首長懇談会の結果として、原電は先ほど申し上げましたとおり、

「丁寧な説明に努める」、「真摯に対応する」を繰り返し、具体的な協定の見直しには言

及せず、懇談会の要求に対する回答として、マスコミ報道等にて既にご承知とは思います

が、ほぼをゼロ回答でありました。 

今後の対応は、所在地域懇談会として、原電の回答についてさらに強く求めることで、

現在懇談会事務局であります東海村が構成市に対し日程調整を図っているところでござい

ます。 

以上が原子力所在地域首長懇談会の内容でございます。 

委員長 はい、ありがとうございます。 

次に、周辺自治体の採択状況について、継続審査となっていたひたちなか市の結果が出

ているようですので、事務局より説明を願います。 

書記 それではご説明いたします。 

お手元に、Ａ４横長１枚の原子力所在地域組長懇談会構成市町村請願・陳情審査状況（平

成28年12月16日現在）という用紙のほうを配っております。 

そちらのほうにですね、これまでの周辺自治体の結果のほうを掲載してございます。 

新たに、12月の定例会のほうをもちまして結果が出ましたひたちなか市のほうについて

ご説明をいたします。 

請願の結果でございますが、不採択となっております。 

理由としまして、この件については、原子力所在地域組長懇談会や東海第二発電所安全

対策首長会議などからも申し入れをしているため、議会から改めてこの意見書を提出する

必要はないということです。 

また、この請願の内容のほうを履行すべきは、本来日本原電であるということから、日
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本原電に対し直接申し入れをするべきではないかというような理由から、このような結果

になっているとのことでした。 

ほか、前回ご説明をいたしました日立市及び常陸太田市の結果についても、参考までに

同じ用紙のほうに記載をしてございます。 

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。 

これより質疑に入ります。 

各委員から、この請願ついてのご意見を伺います。 

はい、福田委員。 

福田委員 残念ながら、これ12月21日に開催された首長懇談会、那珂市長も出席していると思

うんですが、市長のほうからの具体的な説明は我々当委員会には説明はなかったわけです

ね、現在までは。 

それで、資料を見る限りでは、やはり原電側が回答に対してはゼロ回答であったと。 

こういうことを踏まえていけば、我々この当委員会、が云々ということよりは、やはり

この首長懇談会の経緯、経過を見ると、やはり我々当委員会としてもこの件については原

電側に対しては誠意がないと、こういうふうに見受けられますが、私はこの件については、

やはりほかの市村ですか、見ると不採択ということ、こういうことにやっぱりなってくる

のかなという気がするんですが。 

これ既に、もう１年以上経っていますか、この件については。 

危機管理監 25年だったので、もう既に４年は経過しております。 

福田委員 じゃあ、なおかつそういうことであればね、この先はやはり、この回答に対しては

ないと、私はそういうふうに思います。 

以上です。 

委員長 ほか、ございますか。 

はい、遠藤委員。 

遠藤委員 前回の委員会からですね、直近の12月の懇談会の経緯を見ようというようなことで

なったわけでございますが、結果としては、今福田委員もお話しされたような、また報道

であるように、原電の回答としては残念な内容だったのかなというふうな感じがいたして

おります。 

また、ひたちなか市議会のほうの結果も出たということでございます。 

これを踏まえてですね、この請願に関しては、首長の方々が申し出をしている、それに

対して議会としても応援してくださいよと、そういう趣旨の請願だったというふうに思う

わけですが、首長は首長の動きとして、また、本来我々は二元代表制でございますので、

議会は議会としての動きというふうなものが正当であるのかなという感じがいたしており

ます。 
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そういった意味では、例えばこの状況を見ると、日立市議会さんなどは市議会から原電

に要請書を出しているから今回のこういう趣旨の請願には特段意見書を出す必要はないと

いうふうな意味で不採択。 

ひたちなか市議会さんの内容を見ても、これ本来はこの請願の内容を履行すべきは日本

原電なので、本来は日本原電に直接申し入れをすべきだというふうなご意見のようでござ

いますので、これは私もその考えに同じでございます。 

首長は首長として、申し入れを引き続きやっていただくということでよろしいと思いま

すし、本来我々は住民の代表である議会という立場からやるとすれば、日本原電に我々と

して直接要望書を提出するというふうなことが、流れとしては筋であるのかなというふう

にも思いますが、いずれにしても今回はこの首長の行動をもっと進めろという意見書の採

択を求める請願なので、ちょっと趣旨としては、議会の動きとは違うのかなという感じが

いたしておりますので、この請願に関しては、なかなか採択は難しいかなというふうに思

っております。 

以上です。 

委員長 ほかございますか。 

古川委員。 

古川委員 同じような意見でありますけれども、一言。 

先ほど福田委員のご意見の中にもありましたけれども、この請願は首長の会議でですね、

要請していることを後押ししてくれというような請願でありますけれれども、その首長の

ほうから、何とか議会のほうでも協力しくれと、後押ししてくれというようなご説明とい

ったこともございませんし、ですから本音を言えば、反対する理由もないんですが、賛成

する理由もないというのが私の本音でありまして、やはり議会は議会として原電に直接、

やるならば、直接申し入れをするといったことが必要なのかなというふうに思いますので、

この請願に関しましては不採択というのが私の考えであります。 

以上です。 

委員長 あとは、助川委員ですね。 

はい、助川委員。 

助川委員 全国に原子力発電所があるわけでありますけれども、五十数カ所、点在しておるわ

けでありますけれども、那珂市のようにですね、周辺市に位置づけられている自治体が、

ほかの原発さんの自治体においてこういう同等の権限を持たされたというような事例の箇

所はあるんですか。 

危機管理監 権限を持たされた自治体はございません。 

助川委員 そういう形で今日まで進んできておられるということで、５年ほど前からそういう

運動をしていただいて、執行部のほうでは強い要請をお願いされておるわけであると思い

ますが、一番の感触として、原電さんが周辺自治体に同等の権限を持たされるということ
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に対しての不都合というのはどういうふうに感じておられるんでしょうかね。 

執行部のほうでその辺ところは、ニュアンス的に。 

危機管理監 その件につきましては原電の考えでございますので、うちのほうでちょっと、ど

うだっていうことは、ちょっと言いかねます。 

助川委員 言葉として、文言としては、その件に関してはどういうことが理由であって、同等

の権限は必要ないんだというようなこと、聞かれておられると思うんだけれども、それに

対しての返答はないということ。 

危機管理監 先ほども申し上げましたが、やはり懇切丁寧な説明に努めていきたい、また真摯

に対応していきたいというような、繰り返しの答弁でございました。 

助川委員 そういう形で今日まで進んでこられていて、一市民としては、あるいはまた那珂市

民の皆さん方の思いをしみじみ考えた場合にはですね、されると思いますけれども、それ

で安全が確保されるような事態にとらえられれば、それでいいのかもしれないんですけれ

ども、ただ、今までの５年近くにわたってですね、そういう運動をされて今日に至ってい

ることの運動の成果があっていないということであります、今日において。 

これをいつまでもやっても、そういう答えしか出なければ、やむを得ずそれを安全の、

最大限の安全を確保できるような説明を求めていかざるを得ないのかなという感じを持ち

ますんで、これをいつまでやっても限りがないということで、不採択の方向で行かざるを

得ないのかなという感じを持ちますね。 

委員長 はい、古川委員。 

古川委員 すいません。 

ちょっと参考までに議長に伺いたいんですが、例えばこれ、県とか県北の議長会とか、

そういう中での話って出ているんですか。 

委員長 はい、議長。 

議長 やっぱり、隣接市町村の動向を見ながら議会は動いているみたいですね。 

それで、今言ったように市長、首長さんが一生懸命やっていると、それを議会がどうだ

こうだ言うあれもないんだろうと。 

だからさっき言ったように、日立市とひたちなか市あたりは、この陳情よりも、それは

あくまでも自分らで要望とか、原電へ直接議会として出すなら出すべきだろう、そういう

ことで、この請願に対してはやっぱり不採択の傾向で動いているんですね。 

委員長 最後に副委員長、何かご意見をお願いいたします。 

副委員長 １月に原電の村松社長のほうから、周辺自治体の権限拡大については協定外の文書

で取り交わす考えがあるという報道ありましたけれども、実際、これが今原電が回答でき

る目いっぱいの回答なのかなっていうのは、思います。 

そして、周辺自治体の、これ那珂市単独でやるというよりも、周辺自治体がやっぱり足

並みをそろえて、みんなでやらなくちゃならないことなのかなって。 
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そしてまた、先ほど遠藤委員からありましたように、我々が直接、やっぱり申し入れを

するような形がもしあれば、そちらのほうが妥当であるのかなっていうのは感じますので、

この件に関してはやっぱり不採択のほうで考えます。 

委員長 全委員の意見を聞きましたので、この件についての質疑は終結いたします。 

これより討論に入ります。討論ございますか。 

  （なし） 

委員長 討論なしということで、討論を終結いたします。 

これより請願第２号を採決いたします。 

本件は挙手により採決いたします。 

本件を採択することに賛成の委員の挙手を求めます。 

  （賛成者挙手） 

委員長 はい、挙手がないということで、請願第２号は不採択すべきものと決定いたしました。 

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10時21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    


