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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３月16日（木）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 

     原子力Ｇ長 海野 直人 

会議事件と概要 

     （１）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。 

     （２）その他 

       概要：「避難ガイドマップ」の配布及びスケジュールについて執行部から説明

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。 

きょうは、きのうと打って変わって非常にすばらしい、いい天気になりました。 

きょうは非常に長い時間を費やすと思いますのでよろしくおねがいいたします。 

開会前にご連絡いたします。 

会議は公開しており、傍聴可能となります。 

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。 

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。 
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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いたします。 

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いて、ありがとうござい

ます。 

二つほどの会議事件がございます。慎重なるご審議をお願いします。 

また、執行部におかれましては明確な答弁をよろしくお願いいたしまして、ごあいさつ

といたします。 

ご苦労さまです。 

委員長 続いて副市長よりごあいさつをお願いいたします。 

副市長 おはようございます。 

皆様におかれましては、原子力安全対策常任委員会ご出席、お疲れさまでございます。 

本日の案件は２件ほどございます。よろしく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。 

どうぞよろしくお願いします。 

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、気体廃棄物の放出状況についてを議題といたします。 

防災課、説明をお願いいたします。 

危機管理監 改めまして、おはようございます。 

危機管理監の小橋です。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。 

執行部からは（１）気体廃棄物の放出状況について、及び（２）その他、避難ガイドマ

ップの配布及びスケジュールの２点をご説明させていただきます。 

初めに、（１）気体廃棄物の放出状況についてでですが、お配りしました資料１、平成

28年度第３四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３四半期、10月から12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別紙、資料１－１、気体廃棄物の放出状況について（解説版）

をつけさせていただいておりますが、全ての事業所におい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 質疑ございませんか。 



 - 3 - 

     （なし） 

委員長 はい、なければ質疑を終結いたします。 

続きまして、その他といたしまして、執行部から避難ガイドマップの配布及びスケジュ

ールについての報告があるとのことでございます。 

防災課より説明をお願いいたします。 

危機管理監 それでは（２）その他としまして、資料２、避難ガイドマップの配布及びスケジ

ュールをごらんください。 

避難ガイドマップにつきましては、12月の原子力安全対策常任委員会において、委員の

皆様には作成中のガイドマップをお配りさせていただきましたが、先日、業者より完成版

が納品となりましたので、改めて桜川市、筑西市版をお配りさせていただきました。 

この避難ガイドマップの配布については、万が一原子力災害が起こり、市民に避難が必

要となった場合、市民がどこに避難するのかを早目にお伝えしておきたいとの考えから、

お配りさせていただくものでございます。 

12月の常任委員会でもご説明させていただきましたが、表面には、市民がどのような行

動をとる必要があるのか、基本的な内容をわかりやすく記載をしております。 

また、裏面でございますが、避難先である桜川市や筑西市の地図を記載し、さらに、各

自治会がどこの避難所に割り振られているのか、主な避難ルートとともに表にしておりま

す。 

設定されております避難所は小中学校が大半を占めております。今後、統廃合等により

避難所が変更になることも想定されることから、避難ガイドマップは数年ごとに見直しを

行い、市民の皆様に配布していく必要があると考えております。 

なお、今後のスケジュールとしまして、委員の皆様からご要望のありました桜川市及び

筑西市の避難所視察については、全議員の皆様をお連れして、５月ごろに実施したいと考

えております。 

避難所の多くは小中学校や高等学校となっておりますので、今回視察する施設は、その

他の公共施設を予定しております。 

また、筑西市にある茨城県の備蓄倉庫についても視察できるよう、茨城県の担当課と調

整をしているところでございます。 

行程につきましては現在調整中でありますので、決まり次第、議会事務局を通して皆様

にお知らせをしたいと考えております。 

避難所視察を終えまして、次回６月の議会定例会において、那珂市広域避難計画（素案）

のご説明を行い、７月ごろに避難ガイドマップ及び那珂市広域避難計画（素案）の住民説

明会を地区ごとに開催し、住民説明会後に避難ガイドマップを市内全戸配布したいと考え

ております。 

また、ほかの委員さんについては、別途配布をさせていただきます。 
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（２）その他、避難ガイドマップの配布及びスケジュールの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 ただいま説明があった内容に対しまして、確認点がございましたらご質問をお願いい

たします。 

はい、助川委員。 

助川委員 これは避難所の施設名が、戸多でしたらば桜川中学校とか、谷貝小学校とか、諸学

校の名称がうたってありますけれども、体育館は避難所にはならない形なんですか。下の

ほう、芳野あたりは体育館もあるね。 

ちょっと、その辺ところ。 

危機管理監 避難所につきましては、先ほども申し上げましたように小中学校で主に体育館、

あとは公共施設が幾つか避難所として設けてございます。 

助川委員 そうすると、例えば桜川中学校でしたらば中学校校舎と体育館と、両方が避難所に

なるということですか。 

危機管理監 避難所におかれましては避難先であります人数等も考慮しまして、体育館が主な

避難所となっております。 

助川委員 校舎じゃなくて、体育館ですか。 

危機管理監 はい、体育館となってございます。 

助川委員 住民説明会においては、避難するためのルートとか、あるいは避難する時間帯まで、

どこに集まるとか、その辺のところまで説明をされる予定なんですか。 

危機管理監 先ほども申し上げましたように、避難計画とあわせてガイドマップの説明をいた

しますので、そちらのほうの説明を全てしたいと考えております。 

委員長 ほか、ございますか。 

はい、古川委員。 

古川委員 このマップはマップでいいんですが、前回というか12月にお話ししたとおり、実効

性があるのかという話は、きょうしてもいいんですか。 

危機管理監 考えとしまして、やはり先ほども申し上げましたように、まず最初に市民がどこ

に避難したらいいのかということを、執行部としましてお知らせしたいという考えから、

マップを先にお配りして、先ほどのいろんな災害等を考慮した避難計画については、今後、

やはり課題が多く山積しておりますので、そちらのほうをクリアしながら進めていきたい

という考えで、今回は地図のみと、別に考えていただければと思います。 

古川委員 だとしても、今後のこのスケジュールを見ますとね、６月定例会で説明し、住民説

明会を開催して、配布するんですよね。 

そこで、６月議会で当然そういう話になりますよね。 

それで住民説明会で、これはこれでわかったけれども本当にバスは来るのとかね、実効

性の話になったときに、本当にこれ配れる、このスケジュールどおりいくんだろうかと。
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だから、つまりどういう議論になったとしても、とりあえず配ることは配るよと、配らせ

くれということなんですか。 

危機管理監 委員おっしゃるとおり、避難計画とは別に、マップについては、先ほども申し上

げましたように、真っ先に、災害があったときに、市民がどこに行くのかをお示ししてお

かなければならないと考えておりますので、マップは先に配りたいと考えております。 

古川委員 わかりましたとしか。 

皆さんもいろいろ意見があるでしょうから、とりあえず私はこれで。 

以上です。 

助川委員 すいません。 

今後、これを一応配布された後に、さらに改善するべき点は改善していくということで

のお答えだったので、最終の確定版ということにはならないよね、結局は。 

危機管理監 はい、委員おっしゃるとおりでございます。 

今回の、今回というか、このマップについては確定版という形で配布をさせていただい

て、先ほど申し上げましたように避難所の統廃合等がございますので、そちらが変われば、

あわせてマップのほうを、二、三年後にまた見直しをしたいという考えでおります。 

以上でございます。 

遠藤委員 確定版ですよね。これは、ものとしては確定版ですよね、マップはね。 

ちょっと何点かあるんですが、まずこの市内全戸配布ということですが、これはこの間

私も一般質問で話していたように、市内ですべて、自治会に入っているのは72％ですね。 

自治会に入っていないところにはどういうふうに配布をするんですか。 

危機管理監 はい、郵送を考えてございます。 

全戸ではないです。 

班に入っている方については各班のほうに依頼をして配布させていただいて、班外の方

については郵送を考えてございます。 

遠藤委員 郵送か。 

ちなみにそれ、幾らぐらいかかるんですか、経費的には。 

原子力Ｇ長 未加入世帯についてはおおよそ5,500世帯を考えております。 

この地図を入れるのに大きな封筒が必要になりますので、こちらについては大体１通150

円程度を郵送料として計算しておりまして、29年度の予算で、細かな数字は大変申しわけ

ございません、ちょっとあれなんですが、90万円弱の額を見込んでおります。 

以上でございます。 

遠藤委員 はい、わかりました。 

それとですね、先ほどの古川委員の懸念の話に似てもおりますが、これは６月議会でこ

れの説明をし、７月に住民説明会ということでありますけれども、当然、まず取り急ぎこ

のマップで住民の皆さんに避難先をお示しするということで配布をされるわけでしょうが、
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説明会となれば、当然いろんなご質問がそこで出てくるわけですよね。 

マップだけに限らず、本当に実効性がどうなんだろうと、いろんなものが出てきますね。 

ですから、それに当たって、今は３月の時点で全てを答弁できるような状態ではないと

いうことではありますけれども、現時点で、今どのようなことをこれから検討し、解決を

していこうとする課題があるのか、これ、これ、これ、と幾つか課題をね、列記して、こ

ういうことについて今調査中ですよ、検討中ですよ、というふうなことを、やっぱり明ら

かにしていく必要があるのではないかなと思うんですね。 

今、マップだけはできましたので、まずこの所管の委員の皆さんにはお配りをし、ご説

明をしますけれども、いろいろと実効性担保するやり方についてはまだ固まっていないん

で、答弁はできないんで、ご勘弁くださいというようなことは、この場では理解できるに

しても、それは一体いつになったら答えが出てくるんですかと。 

どういうことを今執行部としては課題として考えているんですかということが、そうい

うことすらも、まだ我々は示されていないんですね。 

議会のほうからは各委員会、もしくは一般質問等々でもいろんな、こういうことはどう

なんだろう、ああなんだろうというのは、今までも出ていますけれども、それを受けた執

行部側として、どういうことを課題として考えているのか、それがわからないので、もし

かしたら執行部のほうで考えている課題以外に、いや、こういうこともあるんじゃないの

と、我々からもそういう問題提起もできますし、まずはその課題を教えてください。 

それはやっぱり議会でいろいろと協議をし、お互いに話し合いをして、少しずつ固めて

いって、ようやくこの７月の説明会が開かれることになると思うので、これ、課題すら示

してもらえない状態でずっと行っちゃってもね、やっぱり我々もチェック機能として常任

委員会があるわけですので、そこらを少し中身の濃い議論をしていきたいと思いますから、

どういうことを課題として考えているかをお示しいただきたいんですよね。 

危機管理監 現在、課題は先ほども申し上げましたように山積しております。 

主な、現在考えています課題としましては、やはり移動手段の確保、バスとかですね。 

あとは安定ヨウ素剤の緊急時の配布、また、避難所の運営及び支援体制、それと避難状

況の確認及び避難者の把握、また、行政機関移転等の体制、それと複合災害への対応とい

うことで、課題は今のところ多数ございます。 

それらを踏まえまして、先ほども申しましたように、６月の定例会において避難計画（素

案）をお示しして、遠藤委員さんもおっしゃられたように意見をいただきまして、それら

を計画の中に盛り込めるものは盛り込んでいって、避難計画書を作成したいと考えてござ

います。 

遠藤委員 はい、そうですね。 

恐らく我々の危惧しているところ、不安としているところをやっぱり把握はして、ある

程度ね、いただいていると思うんですね。 
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そういったところは、後で委員長、ちょっと資料としていただくことを要請していただ

きたいんですが。 

委員長 今、要請いたします。 

遠藤委員 いいですか、引き続き。 

内容も、あとは現状としてどこまで考えているのかということですね。 

課題としてそれが箇条書きにして出しただけじゃなくて、それを今ここまでこう考えて

いますよ、ただ、こういったところがまだ整理できていないんですと、これをこれから検

討しておりますというふうな内容でお示しをいただければ、我々も我々でそれぞれ各議員

で調査をして、よりよい方策というのをお互いにね、これは協議できると思いますので、

そこをお示しいただきたいというふうに思いますね。 

危機管理監 それで、前28年12月９日の当委員会において、原子力災害に備えた那珂市広域避

難計画の概要について委員さんのほうにはお配りしているかと思います。 

その中で、それぞれの概要についてお示しをしており、原子力災害を考えた基本的な考

えは、その概要の中にお示しをさせていただいております。 

遠藤委員 そうではなくてね、例えば７月の住民説明会を開くわけですね。ここでいろんな一

般市民からの要望なり、疑問なり、いろんなものが出てくるわけです。 

このときに、やっぱり100％というのはなかなか難しいかもしれませんが、ただ、いつ災

害が起きるかわからないので、本来はもうあれから６年たつわけですから、もう本当はつ

くれていなきゃいけないのかもしれないんですよ。 

それを、今同じような災害が起きて、あの時と同じことを繰り返しているんですかと、

繰り返すのですかというふうなことで言ったらば、やっぱりこれはもしかしたら歩みは

遅々として進まないというふうな状況なのかもしれないぐらいのね、危機意識を持ってい

ただくことが大事だと思うんですよ。 

ただ、それでもね、そういう意識でもって、いろんなその７月の説明会のときに、これ

はこうです、ああです、こういうふうに考えています、これもちゃんといろんな話し合い

ができています、そういう協定もきちんと結んでいて具体的にこうなっているんですと、

全部説明できるようになっていますかという話なんです。 

なっていないんであれば、じゃあどうしてできないかをね、やっぱりきちっと考えて、

ちゃんとここで説明できるような体制を本当は早くつくってほしいんです。 

ただ、つくれていないのであれば、つくるために何が課題になっているのかをしっかり

と行政の中でも洗い出しをして、早くつくれるような体制を組んでほしいんですけれども、

そこらに当たっては当然住民の代表である我々議会にもその途中経過を説明していただき

たいし、我々も住民感覚でのね、ご意見を、こういう場でいろいろと協議ができ、意見交

換もできるわけですから、早くその洗い出しをしていただいた部分で、今こういうことが

検討課題なんだというものを出していただければ、我々もいい議論ができると思う。 
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そういうための準備をしていただきたいんですよという意味でご説明したんです。 

危機管理監 はい、わかりました。 

洗い出しをしまして、ご協議いただけるように、執行部として考えてまいります。 

委員長 そうするとあれですか。 

その課題ということで、今言っていた移動手段とか、安定ヨウ素剤とか、支援体制とか、

それから避難所、長期化する場合とか、その他もろもろのこの現状と解決策まで持ってい

くのかな、それは。 

原子力Ｇ長 はい、今ご意見いただきました課題等、かなりの数があるかと思いますが、この

課題を挙げまして、現在どういった形でその課題が一つでもクリアできるようになるか、

今現在取り組んでいる状況を書いた資料をですね、委員の皆様にご提出したいと思います。 

委員長 だから、今言っていたクリアになるような話も、文言も書いてもらわないと、ただ現

状云々ではこれと一緒ですもんね。 

そこをお願いしたいんですよね。 

危機管理監 はい、わかりました。 

委員長 ほか、ございますか。 

はい、福田委員。 

福田委員 マップとはちょっと関係ないんですけれども、今各自治体で、マスコミも取り上げ

ていますけれども、移動手段のバスの確保、これは本市はどういうふうになっていますか。 

原子力Ｇ長 やはり基本、避難については自家用車というのが前提にはなるんですが、当然自

家用車で避難できない方については集合所に集まっていただいてバスでの移動というのを

考えております。 

これは那珂市だけに限らずですね、該当する自治体のほうでは、同じような状況でバス

の確保が課題ということになっています。 

このバスについては、現在市のほうに情報として来ているものとしましては、まず茨城

県のほうが茨城県バス協会のほうとの調整の中で、茨城県バス協会に加盟しているバス会

社の確保している台数ですね、これを現実的にどうなるかというのは別としましても、ま

ずは原子力災害が起きたときに必要台数が手配できるかどうか、その辺も含めて、県のほ

うが協会のほうと協議を進めていただいているということになります。 

当然那珂市に限って申し上げましても、まず自家用車で避難できない方の人数の把握に

ついても、実際に細かなところまでの調査というのが、実際できていないのが現状なんで

すが、この必要台数についてもですね、茨城県のほうと那珂市、その他のほかの自治体と

も、どういった形で調査をかけるか、同じような調査方法で調査をかけるかということで、

県のほうを含めて協議はしているところでございます。 

以上です。 

福田委員 そうすると、まだ確保という、これは那珂市に限らずマスコミでも取り上げていま
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すよね。 

了解。 

古川委員 はい、ごめんなさい。 

具体的に今のようなことを検討していますよというのを示していただきたいということ

だと思うんですが、今ちょっとバスの確保の話になりましたけれども、原則自家用車とな

るとね、じゃあ自家用車で行く方は何台考えているんですかというような話もあるわけで

すよ。 

行った避難所に車とめられるんですかと。何百世帯、それぞれの学校とかに行くのかわ

かりませんが、そういうこともやっぱり考えなきゃいけないですね。 

バスの確保をできなければ自家用車で行くしかないわけですから、そういったことがや

はり、いろいろ細かいことがたくさん出てきちゃうんですけれども。 

バスだって県のバス協会で何台保有していますよというだけであって、その日が土日だ

ったら旅行に行っていますよね。バスなんか１台も手配できない可能性だってあるわけで

すよね。 

そういうことも、何台持っていて、東海村には何台、那珂市には何台なんて割り当てら

れるわけが本来はないと思うんで、そういうことも考えないと、机上論だけでは無理です

よっていう話です。 

原子力Ｇ長 今、古川委員のほうからお話あった中の一部としまして、先ほど申し上げました

基本的な避難としましては自家用車を使用すると。 

当然車で行けばその駐車スペースの確保ができるのかという問題がまず一つありますが、

現在筑西市及び桜川市から60の避難所の提供を受けておりまして、ほとんどの施設におい

てはこちらで自治会単位で割り振っている人数を、１台当たり2.5人の乗車という、これは

県のほうから示してもらっている数字なんですが、2.5人乗車で割り返した台数を各避難所

の駐車スペースで賄えるような計算は出ております。 

一部、小中学校ではない施設ですね、そういったところについては駐車スペースが狭い

ところもございますので、それについては両市のほうからですね、できるだけ近いところ

にある駐車場または公園とかですね、運動場みたいなものを提供いただきまして、実際に

那珂市の全市民が万が一自家用車ということになった場合の台数以上の駐車スペースは、

現在一応確保はできております。 

以上です。 

古川委員 はい、わかりました。 

ごめんなさい、私ちょっと勘違いというか、あるかもしれませんが、笠間市か何かも桜

川だか筑西に避難するとかというのが報道でありませんでしたか。 

委員長 ないですね。 

笠間は栃木に行きます。 
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古川委員 小山市ですか。 

そうですか。 

わかりました。すいません、失礼しました。 

委員長 ちょっといいですか。 

今言っていた避難なんですけれども、一つは交通弱者と言われる、足を持たない、バス

の方ですよね。 

それからもう一つは今言っていた自宅から車で、それからあと、その日が平日だと勤務

先からの人がいますよね、結構な数がね。 

そうすると、今言っていたこの浸透しない部分ってありますよね。 

避難先は桜川、筑西市ということで、私らは知り合いのところへ行ってしまうとか、我々

は栃木へ逃げるとか、ありますよね。 

そういう大体の、おおよその割合というのは100％来てもらっちゃ困るわけでしょう、筑

西市、桜川のほうでね。それだけのキャパシティーがないわけでしょう。 

原子力Ｇ長 はい、両市からいただいています60カ所の避難所、基本体育館とかになりますが、

この体育館等の面積等を、あくまでも計算になりますが、一人頭２平米での計算でですね、

割り返しておりまして、一応両市からいただいている避難所の総面積で計算しますと、那

珂市の全人口がほぼといいますか、ほぼ100％の割合で避難スペースは確保できるような計

算になっております。 

ただ、余談ですが、茨城県のほうから以前情報としていただいた中で、3.11のときの福

島県の状況としましては、実際に行政が予定していた避難先以外に行かれている方ですね、

親類、知人、そういったものを頼ったところが、おおよそ４割近くいらっしゃるという話

は聞いております。 

ただし、やはり計画を策定する上ではですね、あくまでもそういった４割、３割の数字

を期待するものではなくて、100％那珂市民が行ける避難所の確保をいうことをまず一つ考

えておりますので、現時点で提供いただいている避難所で、那珂市民全部が賄えるような

形になっております。 

以上です。 

委員長 ちょっと聞きます。 

そうするとね、桜川市とか筑西市のほうでボランティアを用意しなきゃいけない。 

食料ですよね、水もあわせてですね。 

それから長期化するかもしれないとかですね。 

いろんな面の想定、向こうはどれだけしているかわからないんですけれども、県は県で

中心的な役割だけれども、実際に私らが避難するのは筑西市と桜川市ですよね。 

直接その対話とか、そのあれはしているのかどうか、どこまで密にやっているのかどう

か、私それをちょっと聞きたいんですよね。 
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原子力Ｇ長 避難先となる両市においてはですね、定期的にこちらから訪問したり、あとは担

当レベルでの電話連絡等は随時行っております。 

今回完成しましたこの避難所マップについても、作成段階から両市のほうには提供させ

ていただきまして、やはり一方的なものではなくてですね、あちらの担当の方にも見てい

ただいた上で、今回完成版も郵送で送らせていただいたところです。 

あとは当然避難をした場合の長期化する、どのぐらいの日程かというのは全く予想がつ

きませんけれども、基本は昨年１月に結ばせていただきました広域避難の協定ですね、こ

ちらではおおむね１カ月程度ということで協定を結ばせていただいておりますが、ただし、

避難期間というものはこの状況に応じて延長する可能性も十分あるかと思います。 

また、短縮することもあるかと思いますが、こちらについては両市とその辺の期間の延

長については協議のほうをさせていただいた上で、かといって余り長くというのも当然ご

迷惑をかけるので、そういったところでは、仮設住宅とかですね、ほかの旅館、ホテル等

の避難先に徐々に移行していくというのも、今後の課題としてですね、考えていかなけれ

ばならないのかなというふうには考えております。 

以上です。 

助川委員 これは病院の入院者とか、介護施設の施設から施設に移る、あるいは病院から病院

に移るというふうな形はもうこれに網羅してあるのかな。 

原子力Ｇ長 今お手元にございますマップについては、その辺の細かいところまでは記載はさ

れておりません。これはあくまでも原子力災害が万が一起きた場合に、住民に基本的に知

っておいていただきたい情報等が記載されているものです。 

助川委員にご心配いただきました、那珂市にも入院施設、病院と、あとは福祉施設です

ね、入所されているような施設が多数ございますが、こちらについては茨城県の保健福祉

部のほうでですね、那珂市の医療機関及び福祉施設の入所者については、できるだけ桜川、

筑西の両市で、同様の設備というんですかね、そういった方を受け入れられるような施設

を、現在マッチング作業をしておりまして、おおむね作業が終了したという情報は得てお

ります。 

以上です。 

助川委員 ほかの自治体の施設にいたり、入院されていたりする方も、基本は桜川と筑西の病

院とか施設に避難するという形なんですか。 

原子力Ｇ長 当然、現在那珂市が桜川、筑西に避難する、例えば東海村が取手、つくばみらい

とかという形で割り振りがされていますが、当然、入院している患者、入所している福祉

施設の入所者の方についてもですね、那珂市の場合にはあくまでも筑西、桜川である程度

賄うと。 

ただし、ほかの自治体で存在しています病院とか、そういったところに入院、入所され

ている方については、また別な自治体の同様の施設ですね、そこは当然調整しているのが
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県の保健福祉部が一手にやっていますので、そこは被らないように調整をしていただいて

おります。 

以上です。 

助川委員 そうすると、ほかの自治体のそういう施設、あるいは病院にいる方は、そちらにい

る方、そこの自治体さんで考えて受け入れ側をきちんとやるという形でよろしいですか。 

原子力Ｇ長 はい、そうですね。 

あくまでも筑西、桜川で申し上げれば、ほかの自治体に建っている病院、施設等の入院

患者が入ってくるというものではなくて、そこはかぶらずに調整をしていただいていると

ころです。 

以上です。 

古川委員 すいません。 

先ほど笠間のお話をしましたけれど、その件で言いたかったことを思い出しました。 

笠間市と桜川市は隣り合わせですよね。笠間市は小山市ですか、避難するという計画が

あるようですけれども、笠間市が避難するのに桜川市は避難しないんですか。 

そういう計画はないんですか。 

つまり、桜川に行ったらだれもいないよというような状況というのはあり得ないんです

か。 

原子力Ｇ長 古川委員おっしゃいますように、確かに地理上、地域上ですね、隣接しておりま

す。 

ただ、国のほうの指針でですね、原子力災害重点区域というものがございまして、まず、

一般的に言われるＰＡＺ、これが５キロ圏。 

外側になりますと30キロ圏、ＵＰＺで、このＵＰＺよりも遠いところについては、桜川

市もそうなんですが、避難の計画、そういった対象にはなっておりません。 

これは3.11の事故を踏まえてですね、福島第一原発の事故を踏まえまして、国のほうが

30キロ圏内の自治体については少なからず影響があるだろうという考えのもとにですね、

30キロというエリアを設定しておりますので、それ以外の地域、それよりも遠い地域です

ね、については、この指針に基づく避難等については該当しませんので、基本的に桜川、

筑西の方々が避難するということはないという前提でですね、こちらは進めております。 

以上でございます。 

遠藤委員 先ほど洗い出しという話をさせていただいたので、ちょっと幾つかね。 

別に答えをというわけではないんですが。 

例えば今の話の避難に関して言うと、あり得るのはというか、当然この間あったのが複

合災害なわけですよね。 

地震があって、原子力の事故があってということでありますから、例えば今のＵＰＺの

関係で言うと、桜川はほかには避難しないけれども、大地震が起きて、桜川、筑西の皆さ
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んの民家がつぶれて、もしくは被災して、それぞれ両市の中における避難所に桜川市民、

筑西市民が避難するということは、当然大いにあり得るわけですね。 

ですから、これも前にどこかの委員会でもお話ししましたが、我々も逃げていく。 

ただ、地元の皆さんも逃げる場所が指定されている。 

ここの調整をどうするかというのは前々からちょっと出ていた話かと思いますが、そう

いう部分というのは両市で、そういう話はしているのか、調整のね、部分はしているのか

どうかは、どうですか。 

原子力Ｇ長 複合災害、那珂市だけではなくてですね、避難先となる両市が被災している場合

ということだと思うんですが、こちらについては担当レベルではですね、当然そういった

ことも想定されるということはお話をしております。 

ただ、あくまでも筑西、桜川が万が一地震とかで被災をしまして、両市の市民がですね、

避難が必要となった場合には、まずはやはり地元の市民を守らなければならない、これは

当然のことだと思います。 

そこに原子力災害というものが、複合災害の中で備わったときに、那珂市民が当然避難

先として行動に移すわけですが、この状況においてはですね、まだはっきりしたことは申

し上げられないんですが、あくまでも我々那珂市民が避難となるのは原子力災害が起きた

とき、複合災害を含めてですね、原子力災害が起きたときには広域避難が必要になると。 

この広域避難が必要になる状況は、やはり放射性物質の放出状況とか、そういったもの

を踏まえますが、当然避難先である自治体の避難体制が整った段階で、避難という指示が

出ないことにはですね、当然混乱を招いてしまう部分もありますので、あちら側が被災し

まして、例えば避難者が多くなる、もしくは避難所自体が被災しているなどということも

考えられますが、こういったときには、当然那珂市のほうの市民を受け入れる状況にはな

いということになりますので、やはりそういったものを含めますと、複合災害の問題とし

ましては二次避難先、三次避難先、こういったものも、那珂市だけではなくて茨城県、茨

城県にとらわれず県外においてもですね、今後やはり課題として、一番の大きな課題では

ないかなというふうに考えております。 

以上です。 

遠藤委員 本当にそうですよね。 

これは単独市町村だけではなかなか難しい問題だと思いますので、ただ、現実的にはあ

り得る話なので、それは現場サイドの市町村担当レベルからでもですね、県のほうに、や

っぱりこういう課題はあるんだよと、実際その場合はどうするのというようなことは挙げ

てもいいと思うんですよね。 

そういう話であるとか、例えばやっぱりこの間は高速道路だってね、避難する道が崩れ

ちゃって通れない、もしくはその橋だって場合によっては落ちちゃう可能性もある。だか

ら道路問題もどうするかっていうことはあると思いますし。 
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先ほど助川委員のご指摘のところは、私も聞きたかったのは、福祉避難所の観点ですよ

ね。 

ここもどうするかというのは、お互い、今も那珂市は市内の特養関係はね、結んでいる

けれども、向こうもそれぞれ筑西、桜川の中でも、特養関係は福祉避難所の提携をしてい

るのか、それぞれの中で調整がうまくいっているのかという部分も詰めていっていただき

たいと思います。 

最後に一つ。 

このマップ、我々きょうはお示しいただきましたが、これについてはまだ我々は地元の

人には話はできないというか、お見せしてはいけない状況ですかね、まだね。 

危機管理監 お配りしましたマップにつきましては、お話をしていただいても結構なんですが、

先ほどのスケジュールにございましたように、今後、執行部、市役所のほうからご説明を

して全戸配布するという旨をお話しいただければと思います。 

副委員長 この中身じゃなくて、このマップなんですけれども、非常に大きいですよね。 

こういう形をしていて、正直捨てられちゃわないかなとか、正直いいものをつくっても

市民の方が余り興味がなくて、どこかへ行っちゃったとかとなっちゃわないかなと思って

いて、何か今、アイデア考えていたんですよね。これを玄関にひっかけてもらうような透

明な袋に入れて引っかけたほうがいいのかなとか。 

何かそういうアイデアを何か、配布のときに、本当はここにこうひも、フックでもつい

ていて、ちょうど玄関の入り口あたりにかけておいてもらえれば、本当に使えるマップに

なるんだと思うんですけれども、このまま、例えばもらったとしても、あれ、どこへ行っ

ちゃったかななんて、そういうふうになりかねないので、何かいいアイデアが、もし実用

性がちゃんとあるんであれば、説明のときにでもやっていただければ。 

袋に引っかけてとか、玄関に置いてくださいとか。 

よろしくお願いします。 

危機管理監 貴重なご意見ありがとうございます。 

おっしゃるとおり、アイデアを生かしたような、そういう何というんですか、袋とか、

ひっかけるようなことを考えたんですが、ちょっと予算的なものがまだちょっとございま

せんので、今後、できるものから少しずつやれればと考えています。 

副委員長 はい、そうですね。 

例えばその配布する際に、住民説明会のときでも結構ですので、これは本当に袋に入れ

て玄関のところに置いておいてください、緊急の場合には絶対に役に立ちますから、とか。 

これ、このままぱっと渡したら、多分そこままどこかへ行っちゃうかなって心配しまし

たんで、よろしくお願いします。 

危機管理監 貴重なご意見ありがとうございます。 

説明会の中でそういったことをお話しして、身近でなくならないようなことをお話しし
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ていきたいと思います。 

議長 今、冨山委員のあれに関連してですけれども、今持っているのがこのスマホなので、ス

マホを利用して、写真に撮るとかして、もう各自、特に若い人は結構使いますからね。 

それから、あるいは市のホームページへ載せておくとか。 

このスマホだけでもこれを写真に撮っておけば、常に持ち歩くので、そういうのをコマ

ーシャルしてよ、説明会の時に。 

今は年配でもね、我々年配でもスマホを使いこなすんだから、これを写真に何枚か撮っ

ておくことはできると思うんで。 

とにかくなくす可能性があるから、こういうことも頭に入れてくださいよということで、

よろしくＰＲのほど。 

危機管理監 はい、ＰＲをさせていただきたいと思います。 

また、ホームページのほうにも、説明会後にはデータとしては掲載をしたいと考えてご

ざいます。 

委員長 はい、ちょっと私今アイデアを思いついたんですけれども、いいですか。 

捨てるな、罰が当たるとか、ちょっとここにこう。ちょっと強力、強烈なもの、文言を

書いてもらえば。 

シールでも貼ってもらえば。 

ほかございますか。 

  （なし） 

委員長 なければ本件を終結いたします。 

その他といたしまして、何かございますか。 

はい、遠藤委員。 

遠藤委員 その他でございます。 

全然これとは関係ないというか、別件でございまして、これは今後の話でいいんですけ

れども、前回請願で、いわゆる原子力事業所に対しての申し入れということを、首長懇話

会関係のほうで、首長さんのほうでね、やられている、それについて後押しをという意味

合いのものがありましたが、それは二元代表制的に言うとですね、それは執行部は執行部

でやっていただいて、議会は議会としての立場というふうな、私も発言をさせていただい

たのですが、そういった意味では、我々も住民の代表としてそういう申し入れというもの

を、那珂市議会としてもやってもいいんじゃないかというふうにも思っております。 

既にひたちなか市議会もしくは日立市議会とか、ほかの市議会でもやっているというよ

うなことでもお聞きしておりますので、そういう検討をどこかでまたできればいいのかな

というふうに思いますので、お取り計らいのほどよろしくお願いいたします。 

委員長 ほか、ございますか。 

     （なし） 
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委員長 なければ、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51分） 

 

   平成29年５月12日 

    那珂市議会 原子力安全対策常任委員会委員長  笹島  猛    


