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那珂市議会災害対応調査特別委員会記録 

開催日時 平成29年２月８日（水）午後３時 

開催場所 那珂市議会全員協議会室 

出席委員 委員長 萩谷 俊行   副委員長 綿引 孝光 

委 員 大和田和男   委  員 冨山  豪 

 〃  花島  進    〃   筒井かよ子     

〃  寺門  厚    〃   小宅 清史     

 〃  木野 広宣    〃   古川 洋一 

  〃  勝村 晃夫    〃   笹島  猛  

 〃  助川 則夫    〃   君嶋 寿男  

 〃  遠藤  実 

欠席委員 委 員 福田耕四郎 

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 次長補佐 横山 明子 

会議に付した事件と結果概要 

     １ 那珂市議会災害対策会議設置要綱（案）及び那珂市議会災害対応指針（案）に 

ついて 

       結果：那珂市議会災害対策会議設置要綱及び災害対応指針を決定し、今後委員

会を継続調査として、調査研究を行うこととする。 

議事の経過概要 （出席者の発言は以下のとおり） 

開会（午後３時00分） 

委員長 勉強会に続きまして、またご苦労さまです。 

きょうはですね、今まで皆さんのご意見が出た件について、事務局にまとめていただき

ました。それについて、皆さんのご審議をいただきたいと思いますのでどうぞよろしくお

願いいたします。 

それでは座って進行させていただきます。 

ご連絡いたします。会議は公開しており、傍聴可能とします。 

また、会議の映像を庁舎内のテレビに放送します。 

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15名であります。 

欠席委員は、福田耕四郎委員１名であります。 
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定足数に達しておりますので、これより災害対応調査特別委員会を開会いたします。 

職務のため、議長及び議会事務局職員が出席しております。 

ここで議長より挨拶をお願いします。 

議長 改めましてご苦労さまでございます。 

先ほどの勉強会に続きまして、萩谷委員長のもと、災害対応調査特別委員会、ご苦労さ

までございます。慎重なるご審議をお願いして挨拶といたします。ご苦労さまです。 

委員長 ありがとうございました。 

これより議事に入ります。 

那珂市議会災害対策会議設置要綱（案）及び那珂市議会災害対応指針（案）についてを

あわせて議題といたします。 

始めに、事務局から説明をさせます。 

事務局次長 それでは私のほうからご説明を申し上げます。 

ただいま委員長からお話がございましたように、昨年の11月14日の特別委員会におきま

して、災害対策会議設置要綱案及び災害対応指針案についてご説明をさせていただいたと

ころでございます。 

またその際に、委員の皆様よりいろいろなご意見をいただいたところでございます。 

今回につきましては、皆さんのご意見並びに被災地のマニュアル等を参考にというご意

見もありましたので、宮城県の石巻市、それからお隣のひたちなか市等のマニュアルを加

味した上で、修正をさせていただきました。 

それではですね、要項案、それから対応指針案につきましてご説明をさせていただきた

いと思います。 

まず始めに、那珂市議会災害対策会議設置要項案でございます。 

こちらにつきましてはですね、１条から６条まであるということでございますけれども、

そのうちの２条の２号ですね、地震の対策でございます。最初の案では５強としておりま

したけれども、市の災害対策本部の設置基準にのっとりまして、６弱ということで修正を

させていただいたところでございます。 

それから風水害、地震災害、それから原子力災害以外の災害にも対応できるようにとい

うことで、（４）といたしまして、その他議長が必要と認めるときということで、予測不

可能な災害にも対応できるようにということでつけ加えさせていただいております。 

それから第２条の２項、３項でございますけれども、これは石巻市のほうを参考にです

ね、災害時の連絡体制、それから執行部の連携、それから議長代決者ということで、副議

長の役割を記載したところでございます。 

２項といたしまして、議長は災害対策会議を設置した場合、議員及び市長に通知するも

のとする。 

それから３項といたしまして、議長に事故あるときは副議長がこれを設置することがで
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きるということでつけ加えさせていただいております。 

それから第３条でございます。 

こちらにつきましては災害対策会議の組織でございますけれども、全員が集まったほう

がいいんじゃないかという意見と、代表が集まって話し合って決めるという意見がござい

ました。 

こちらにつきましては、４項にですね、必要と認めるときはその他の議員の参加を求め

ると記載してございますので、とりあえずそのまましておりますけれども、この辺につき

ましては皆様の議論をお願いいたしたいというふうに考えております。 

それから第５条でございます。 

こちらにつきましては、議会事務局の役割というものがちょっと抜けておりましたので、

第５条に議会事務局の役割について記載をさせていただいたところです。 

設置要項案の修正については以上でございます。 

続きまして、那珂市議会災害対応指針案のほうをごらんいただきたいというふうに思い

ます。 

まず基本方針についてでございますが、こちらはあくまで基本方針ですので、前回の案

につきましては、議会の役割とかいろいろ書いてあったんですが、シンプルにですね、次

のとおりまとめてみました。 

読んでみますと、那珂市議会は、地域において地震・風水害・原子力災害など大規模な

災害が発生したとき、または発生する恐れのある場合、那珂市議会災害対応指針に基づき、

災害対応の取り組みを行うものとするというふうに修正をいたしました。 

前文をまとめたためですね、（１）と（４）につきまして、字句に変更が出たというこ

とで修正を加えておりますけれども、内容につきましては変えてございません。 

次のページをお開きいただきたいと思います。 

こちらにつきましてはですね、議長、副議長、それから議員さんのやるべきことという

ことで、４番目につきましてはですね、最初の案では災害時伝言ダイヤルということでさ

せていただきましたけれども、こちらにつきましては、ＮＴＴ独自のサービスということ

でございましたので、こちらにつきましては、災害時伝言板等の活用ということで修正を

させていただきました。 

そのあと４の初動期経過後の対応、それから参集時の留意事項につきましてはですね、

こういうマニュアルにつきましては、細かく書くとですね、皆様の行動を縛ってしまうと

いうことにもなりかねませんので、あまり細かく規制しなくてもいいんではないかという

ことで、前回と変更はしておりませんけれども、こちらにつきましても皆様の議論のほう

をお願いいたしたいというふうに考えております。 

またこの災害対応指針につきましては、皆様の指針でありますので、ここはこうしたほ

うがいいという意見がございましたら、どんどん出していただいてですね、より良いもの
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にしていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

説明は以上でございます。よろしくお願いします。 

委員長 ありがとうございました。 

今事務局より説明がありました。 

皆様のですね、また新たなご意見等、またこれを直したほういいということがありまし

たらば、ご検討をお願いしたいと思います。 

いかがでしょうか。 

助川委員 災害対策会議の設置要綱についてなんですが、第３条の４項に議長が必要と認める

ときは、他の議員の参加も求めることができるということでありますけれども、災害時は

初動の行動をどうしようかということで判断を求められる、一番大事な初動の動きの時点

がっていうことでですね、市内全体の情報の収集っていうことが、招集された委員の方々

は一番大事な判断材料になるわけであると思うんだけれども、その情報収集に関しては、

執行部のほうで情報収集をされたものを審議するような、あるいはそれによって議会とし

ての対応をするというような判断にするのか。 

それとも、地域によっては、いないところもあるよね、議員が。そういうところの情報

収集などは執行部のほうの情報をあてにせざるを得ないのかなっていう感じなんですけど

も、６弱以上となると、その地域内、自分の行動範囲もかなり把握するのに、行動が狭め

られる形になってしまうと思うんで、その辺のところの対応を一応指針の形で、設置要綱

で大丈夫なのかっていう感じはするんですけども。 

委員長 以上ですか。 

ちょっと今の助川委員のことなんですけども、これ要は、入れなくてもいいんじゃない

か、対応するために入れなくてもいいんじゃないかということですか、むしろ。 

助川委員 いやいや、入れなくていいんじゃなくてですね、情報収集がまずは、動き出すのに、

一番最初の動き出す材料になるわけだよね、判断材料。 

それが、全体が進めて、網羅されて上がってくるのにちょっと欠ける形になってしまわ

ないかと危惧される部分があるんで、その情報に関しては執行部の情報を参考にしながら

動き出すっていうことで、そのときには、そこの部分っていうか、エリアに近い方々の議

員に参加を求めるとか、そういうことも含まれているのかな、これは。全員じゃなくて。 

議長 これは議長判断と事務局との打ち合わせあたりになるんでしょうけども、これ最初は６

弱以上になった場合には設置するんでしょうけども、とりあえずは全員の議員さんに集ま

っていただいて、そして、各委員長あたりで大丈夫なのかどうかを検討して、第１回目を

招集するときには、全議員さんを招集して、そして事故、災害に対して、この上に載って

るようなのは、議長、副議長、各常任委員会委員長をもってこの後やっていったほうがい

いのか、それとも全員でやっていったほうがいいのか、その辺を第１回目の招集の時には

全員集まってもらって、検討していければなと私はそういうふうに思ったんですが、どう
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でしょう、助川委員。 

助川委員 情報収集に当たっては、それが可能ならば一番ベストな形で動き出せるのかなって

いう感じはするんですけども、ただ、６弱以上っていうことになると、ここに集合するの

にも危険が伴うということも想定されるので、その辺のところを集合するにあたっても、

もう既に地域内のいろんな要望とかが、議員あたりには寄せられる形も想定されるんで、

そういう対応をさておいて、こっちに集合すべきか、あるいはそれは地域の安心を求めら

れている場合には、そちらにとどまっていただいて、おいでいただける、集合できる方に

は集合していただくっていうようなことの判断は一応議長がしていただいて招集するって

いう方向かな、一番。 

議長 今助川議員みたいに、各地域によっては状況が違うわけですよね。 

そのときにはやっぱりこのこっちの事務局のほうへ連絡入れてもらって、こういうわけ

で地域の対応してますから、ちょっと遅れますとか、欠席といってはおかしいけれども、

後で情報入れますのでもう少し、そのぐらいの融通性を持ってもいいのかなと思うんです

けど、全員なんでかんで集まれって集まるんじゃなくて、地域の情勢に合わせて、今こっ

ちでも情報収集してますとか、そういう情報を入れてもらえれば、事務局としても何とか

対応したほうがいいのかな、臨機応変にと思うんですが。 

助川委員 連絡網も届かない場合もあるんで、その辺ところを、決めておかなくちゃならない

ものは最低限度を決めておいて、とにかく地元は一応身を引き止められるような形かもし

れないけども、こちらに招集するのは最低限これだけは招集しましょうとということの判

断を議長にしていただいて、決めておいて。 

3・11の場合には、川沿いのほうの木崎だったらば、向こうの久慈川沿いのほうがかなり

ひどかったんで、あるいは、うちのほうも、那珂川に近いところは、被害を受けたところ

もありますけど、そういった部署を抱えておられる情報が入ったところには、こちらに集

まっていただけるような判断を議長にしていただくというようなことも一応頭に置いてい

ただきながら招集をかけていただくということで、そういう部分がこの条項に含まれてい

るんならばこれでいいと思うんだけど。 

そういうことです。 

委員長 一つはですね、これは設置要項ですけど、対応指針は別なほうに入ってますけど、招

集のほうはね。 

一つですね、私が思ったのは、その他の議員の参加を求めることができるということで、

全議員とは書いてないわけですよね。だから、幅を持たせてあるのかなと。 

あとは助川委員さんが言ったように議長、副議長で、いろいろ判断していただいて、起

きた場合ですよね。そのときの議長、副議長にゆだねるということでもっていけばいいん

じゃないかなとは思ってるんですけども。 

それについて皆さんどうでしょうか。 
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遠藤委員 ちょっとこれよく読むとですね、設置要綱として出ている災害対策会議は、だれが

メンバーかっていうと、この要綱でいうと全員じゃないんですよね。 

皆さん、これ二段階になってますね。 

災害対策会議は議長と副議長と常任委員長だけです。６名だけなんです。 

じゃ、これタイミングは別としても、一応原案としては、この６名がまず集まって、今

後の対応を協議して、それからどうしようかみたいなことを各議員さんに連絡するなり、

もしくは各委員さんに今度集まってくださいよってするなり、今二段構えになってるのが

この多分、要綱の考え方なんですね。 

では、全員が集まるのは、これは災害対策会議じゃないのかっていうと多分違うんです

ね。名前は決まってないのかな、全協なのか、特別委員会か、この災害特別委員会なのか

な、全員集まる会議は。 

  （「いや」と呼ぶ声あり） 

遠藤委員 あくまでこれ６人がメンバーの会議だけの設置要綱ですよね、これって。全員が集

まる会議のことは書いてないですよね。どうなんですか、これ。 

事務局次長 こちらにつきましては、今遠藤さんが言ったとおりなんですけれども、こちらに

ついては、二段構えになってます。 

名前だけに固執することなくですね、最初は当然、この６名でやっていただいて、もし

それで災害対応ができない、外の議員さんにも応援を求める必要があるだろうという場合

には、全員なり、来られる方でやるというような意味でこういうふうにさせていただきま

した。 

ですから、例えばここに書いてあるその最初の正副議長さん、常任委員長さんとそれか

ら全員の名前がないんじゃないかということでございますけれども、そういったことでは

なくてですね、災害対策会議というのは、名前に固執することじゃなくて、あくまでも二

段構えで最初はこうですけれども、それで対応ができない場合には、全員とか、そういう

のは議長の判断でお願いしたいというふうに考えております。 

先ほどのもう一つなんですが、助川さんから連絡体制、それから地域の情報等どうする

んだというような話ございましたけれども、こちらにつきましてはですね、議員さんがい

ない地区もございますので、市のほうの災害対策本部のほうに情報収集班というのがござ

いますので、そちらから逐次議会のほうに上げていただいて、議員の皆さんに連絡すると

いうような形をとりたいというふうに考えております。 

以上でございます。 

遠藤委員 ちょっと考え方としては、確かに第３条の４項にね、その他の議員の参加を求める

ことができるってなっているから、全員が入った会議も災害対策会議なんですよね。 

ただ、所掌事務を見ると第４条は、この会議ができることを羅列してるわけですけども、

どれもこれはこの全議員がやっぱり入ってやるべき内容のことが所掌事務として書かれて
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るんですよね。 

これ６名だけでやるべき内容じゃないような気がするんですよ。 

やっぱり意味合いは、災害対策会議は、私は全員が入るべきだというイメージがあって、

ただ初動は、一番最初に集まるのは全員がいいのか、６人がいいのか、それは考えようだ

と思うけれど、災害対策会議自体はやっぱり全員が基本は入るというべきだと私は思うん

ですが。 

ただ初動は考えようですよね。そこらをちょっと整理したほうがよいのかなっていうふ

うに思いますが、それはあくまで私の考えですけど。 

委員長 多分ですね、この前の私の記憶ですと、その話も出ましたよね。全員で対応するか、

何人かで対応するか、その中で皆さんの意見としては、議長、副議長それと各常任委員会

の委員長で対策会議はいいんじゃないかって皆さんの声が強かったので、こういう形にな

ったというふうに私は記憶していますけれども。 

遠藤委員 初動、一番最初だけ。 

あとその後はやっぱり何日もたって、一週間後とか、議会全体をどう話し合うっていう

のは全員でやるべきだと私は思います。初動だけはどうするかはちょっと確認ですが。 

委員長 そうですけど、先ほども出ましたけど、３条の４項、その他の議員の参加を求めるこ

とができるということは、幅広く全議員も招集できるという意味と私は解釈してるんです

けれども、これを全議員求めるとするのか、例えばこの文言のほうのがいいのかとか、い

ろいろあると思うんですが、それについて皆さんのご意見あればと思いますが。 

花島委員 私の2011年の経験からすると、一つの役割は我々地元に、各地区にいて、そこで基

本的には市がいろんな情報を収集するんだろうけど、すき間を埋めるっていうことかなと

思ってるんです。 

そういうことからすると、今の案でいいと思うのは、何かあってもですね、各自18人が

執行部にわぁわぁっていく形じゃなくて、ある程度何ていうのかな、窓口を整理していっ

たほうが物事が円滑にいくかなと思うんですよね。 

会議そのものは、ここにちょっと張りつくような形に近くなっちゃうと思うんで、むし

ろほかの議員は、自由にいろいろなところで活動して、こういうことをちゃんと執行部に

言ってくれていうことをやるとか、それから情報をもらうというふうな形で地元で活動し

やすいかなと思うんですけど。 

ただ、会議の判断、議事の判断なりで、これはこの人にここにいてもらったほうがいい

と思ったら、何かそれはもう指名して、お願い来てねっていう形に加えるっていう今の案

でいいかなと思いますけど、あとは運用の仕方でどういう考えかって整理しておけばね。 

委員長 3.11のときにも、私の記憶では、議長が常駐で対策本部に詰めたという記憶してるん

ですよね。それで交代で各委員長までが対策会議のほうに出した。だから何人も対策会議

のほうに顔を出してはいなかったと私は記憶してんですけれども。 
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ですから一つはですね、先ほど遠藤委員からも出ましたけど、議長、副議長、各常任委

員会の委員長をもって組織するとなってますけども、これは最初のあくまでも議員として

の対策会議ですよね。 

対策本部のほうにこの６人がいつも行っているというわけじゃないという解釈なんです

けども、だからそういう意味では、皆さんね、各地元、私も額田坂下の坂が崩落して、そ

ちらにずっといるようになってしまったわけですけども。 

地域でどういうことが起きるかわかりませんけれども、花島委員が言うように、皆さん

が地域で何か大きなことがあったらそこにやっぱりついてね、地域で活動するというのも

いいのかなと思いますし、だから、これが例えば全議員の参加を求めるとなると縛りにな

っちゃって、その他の議員の参加を求めることができるっていうのが、少し幅があって、

私はですよ、皆さんの意見はわかりませんが、ちょっとあっていいのかなっていう感じは

するんですが、それについて皆さんどうでしょうか。 

君嶋委員 先ほどまでですね、この組織ということの中で、二段構えということでの説明があ

って、まず、災害が起きたとき、６弱以上のときには、会議として議長、副議長、各常任

委員会の委員長がまず集まって、そのあとにそこの会議の中で全員を招集するべきか、そ

の点を話し合って、そこで第３条の４項にあるように、議長が必要と認めたときには全員

を招集すると、そういう流れでこういうふうに決めてあれば、それで私はいいかなと思い

ますね。 

まず議長を中心に委員長が集まって、そこで判断をする、その中で今後どうするか、そ

れによっては全員を招集するか、委員長での連絡網で、また連絡体制で皆さんに報告する

か、そこを決断すると。 

そういう場で最初からすぐ全員が集まると、また混乱を起こすかと思いますので、まず

１回、その役職的なものが集まって決めると。そういう形の二段構えで私はよろしいかと

思います。 

以上です。 

委員長 その外ご意見あれば。 

副委員長 そもそもこの那珂市議会災害対応調査特別委員会ができたのは、市の執行部のほう

でも、こういうこの間の3.11のような大災害が発生したときには、市が先頭を切って市民

のために善処すると、それはもちろんそうなんだけども、我々議会としても、何かすべき

だということで、議会としてはどういう初動をとるか。 

６人集まるのか、全員集まるのかっていう話に今なってますけど、今こういう情報化の

社会だから、必ずどこか場所を決めて、そこに議会なり集合しなくても、何らかの方法で

電話とか携帯というのはそういう災害時にはもうつながらなくなっちゃうというのがよく

わかってますから、それに代わる少なくとも議員、あるいは事務局も含めて、議員同士が

無事の確認から、要するに今回の事故がどういう事故なのかっていうのをまず全体を掌握
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する。 

那珂市の状況を掌握するのももちろん大事だけども、日本全体とか、場合によっては全

世界で今回、僕が3.11の時には、すごい地震で、世の中どうなってんのかわかんなくて、

テレビも同じことやってるし、そういう中で、すべての情報を掌握して、世の中どうなっ

ちゃったのか、何が起きたのかっていうのをまず議会全体、みんなで情報を集約して、こ

ういう状況になってるんだ、そうか、日本全体のうちのこの地域とこの地域がこういう地

震が発生したんだな、あるいは原発、原子力災害本部っていうこともありますので、どう

いう原子力のどこの場所でどの程度の事故が起きたのかっていうのを、そういう全体をで

きるだけ情報収集して、確認する、確かめるっていうのが最初に、だれが集まるかってい

うよりもその情報を少なくとも全議員に瞬時に連絡をつけて各議員が情報の交換ができる

っていうそういう体制づくりをするためにはどうするかというのを考えるべきだと思うん

ですけど。 

もう一つ、私の口から言わなくても、皆さん既に覚悟ができてると思うんですが、議員

となった以上は、あるいは議長、副議長ましてや常任委員長となった以上は、やっぱりそ

れなりの責任があるわけですから、場合によったら、家族や地域を犠牲にしても、こうい

うところに参集がかかれば、もう一番先に吹っ飛んできて、情報交換をして、議員として、

市民のために何をするかっていう対応を考えるのが多分我々の使命のはずですから、だか

ら、その辺の一番大事なのは情報の収集というか確認方法、連絡網も含めて、どうやって

ぱっとこの18人の議員が、状況を把握できるか。 

とりあえず、正副議長と常任委員長は集まらなくても何かの連絡方法で取れるというこ

とは必ずできないはずはないと思うので、そこら辺をどういうふうに連絡を取り合って情

報交換できるか。現実を把握できるかというあたりだと思うんですけど。 

小宅委員 災害対応調査特別委員会は、今回これ決まったらもうやることはないですかね。 

この設置要綱ができたらばもうやることはないんですか。 

委員長 設置要綱についてはもうないと思いますよね。これができ上がれば。 

小宅委員 そうですよね、でき上がればもうない。結局、ここには結局災害対応調査特別委員

会をつくっておいても、有事のときには、特に何もやらないということですね。これでい

けば。委員会としては動かないということですよね、有事の際には。 

委員長 議会として動くということですよね。委員会というよりはね。 

小宅委員 委員会としては動かないということですね。 

要はこの対策会議が設置されちゃったらば、この委員会はもう必要はないということに

なりますね。たいそうな感じで書いてあるんですけども、有事があれば、これがなくても

ですよ、まず議運で集まりましょうってなると思うんですよ。議運だったらメンバーご存

じのとおり議長、副議長、各常任委員長ですよね。 

それでここに書いてある、震災が起きた直後は議員なんか何もできないですよね。実際
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問題。あと県への要望とか国への要望なんっていうのはそこから当然やってかなきゃいけ

ないことですから、そう考えると、これをわざわざ設置する意味があるのかなっていう気

になっちゃうんですけども、それはどうなんですかね。 

議長 議運は那珂市議会の議会の運営に関してのことを決めたり、取り決めたりしているわけ。 

この特別委員会でやっているのは、とんでもないような災害とか、そういう時に、確か

にメンバーは同じかもしれないけども、やる目的というのが変わってくるので、その辺は

違うかと思います。 

小宅委員 であれば、災害対応調査特別委員会で震災が起きたときどうするべきかっていうの

は今後、委員長、副委員長中心にですね、いろんなノウハウを蓄積していって、有事の際

には当然、この災害対策調査特別委員会の委員長が入らないというのはおかしいんですよ、

このメンバーの中に。これ要綱見ると入ってないですけれども、ぜひこれ委員長はここに

入るべきだと私は思うです。 

委員長 いや、ちょっといいですか。 

災害対策の委員長が、例えばこれが解散されて、いずれね、いつそういう事態が起きる

かはわからないわけですよね。となると、この災害対策特別委員会がずっと継続して、委

員長が誰かずっとこうなるということになると思うんですけどね。 

ですから、そこじゃなくて議会が中心となって、あとは何かあったときは、議長、副議

長を中心として対策して、議員さんも皆さん一生懸命対応していきましょうということの

設置要綱、そしてまた、災害対応指針の二つを決めましょうということで今やってるわけ

ですけれども。 

小宅委員 なのでこの要綱では不十分だと思うんですよ、私は。 

だから、この特別委員会をせっかくつくったんで、これ全員じゃなくてもいいと思うん

ですよね。例えば６人なら６人の委員会にしちゃってもいいと思うんです。 

それで、震災のときはどう動くべきかっていうのは、随時というか委員会を重ねてって、

ノウハウを蓄積していくのが本来の委員会のあるべき姿なんじゃないかなと思うんですけ

ど、まずこれ要綱決めちゃって、形はつくっといてっていうのでもいいですけども、どう

かな。 

委員長 いや、ちょっと勘違いしているのかなと思うんですが、災害対応調査特別委員会をず

っと継続をするという感覚でお話しているんですか。 

小宅委員 最初に聞いたように、これを決めたらもう終わりですかって聞いたのはそういうこ

となんです。 

議長 これやるときには、１年くらいかけて調整してくださいと言ったんだから、例えばきょ

う勉強したところへ再度行ったり、あるいは石巻に行ったり実際どういうふうに議員さん

が動いたかとか、それから常総市のね、あれなんかも見たり聞いたり、視察なんかも、そ

ういうのもこの委員会のあれに入るのかなと、そういうふうに思いますけど。 
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事務局次長 今のお話なんですが、特別委員会というは、設置する目的がございます。また、

特別委員会というのは、議員さんの任期が終わればこれ、一度、調査完了になってしまい

ますので、なくなる可能性もあります。 

そういったものを含めてこういう災害対策指針それから会議の設置要綱をつくってです

ね、続けていこうということでつくるということでございますので、ご理解をいただきた

いというふうに考えております。 

寺門委員 議会災害対策本部ですね、こちら本部は設置して、当然その災害時には、市民の安

全安心、そういうところと復興というところで、事実確認をね、その場できちんとやって

いかなくてはならないというのはよくわかるんですけれども、この要綱でいいますと、共

通の理解でもっていきましょうということよりは、きちんとこうやりましょうっていうの

を決めておいたほうがいいと思うんですよね。 

第１次初動でその対策会議は議長、副議長、各常任委員長をもって組織すると。１回目

は、まずこの６人で集まりましょうと。これはこれでいいと思うんですね。 

先ほど、いろいろお話に出ましたその第３条の４、議長はっていうところについてはで

すね、他の議員の参加を求めることができると。必要と認めるときは、この場において、

先ほど対策会議、第１次で集まった６人が必要と見れば、全議員集まりましょうというこ

とであれば議長が、じゃ皆さん集まってくださいねということで招集をかければいいと。

そのことを明記しておけばいいんじゃないですか、これはまずはね、動くことは。 

もう一つは、あと初動時はこれでずっとやっていくよと。情報収集が第一で、当然地元

の情報は収集して、連絡しましょうというのは。私はもう一つ、これ議長、副議長、常任

委員長も被災者になっちゃったという場合が想定されるので、じゃあ議会はどうなるのと

いうところが一つ心配なところあるんですね。これは想定でやはり次のその対策会議を維

持できるメンバーは、もし被災にあえば、次の方というふうに決めておいたほうがいいと

思うんですね。 

あともう一つは、連絡方法なんですけれども、最終的には、災害無線って、各地区の無

線が使えるようになってますので、本部と連絡できますから、それを使って対策本部のほ

うへ情報を上げると。対策本部から、事務局のほうへ連絡をしてもらう。 

これ全部だめな場合がありますんでね、今書いてあることが、この連絡についても。電

話も携帯もメールも、伝言板も使えません。伝言もなかなか見れないという事もあります

んで、きょうのお話のように、電池が切れちゃったらもう見れないっていうことなんで。 

そういう場合も想定されるので、最終的には無線は必ず使えますので、これはあくまで

も対策本部へということで、それは対策本部の了解をもらわなきゃいけないんでですね、

初動だけもし被災しちゃってっていう場合は、あとはその緊急の場合ですよね。最終の連

絡手段はそこに置いておいたほうがいいと思います。 

あともう一点はですね、これは一応、災害が起きたときの対処の仕方で、先ほどの設置
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要綱の第４条で書いてありますけれども、１週間、８日ぐらい過ぎて、落ちついたところ

でですね、国、県、関係機関等に要望を行うとか、いろんなやらなければならないことが

ある。これはやっぱり、議会として業務を継続していかなきゃいけないと思うんですよ。 

これはこの中には当然、内容がたくさん多岐にわたるんですね、盛り込めないという場

合にはですね、具体的にじゃどうしましょうというところを決めておかないと。 

その場で情報収集はしたらいいけれども、どういうふうにするのというところもですね、

あらかじめ議会として、当然平常時の業務が遂行できるような体制はつくっておかないと

いけないということだろうと思うんですよね。その辺はどういうふうにするのかっていう

ことですよね。 

議長 今、寺門委員のほうからありましたけれども、これやっぱりね、通常の議会やっている

ときにあるかもしれない。あるいは、補正なんかを緊急にあげられてきて、やらなくちゃ

ならないときもあるかもしれない。その時はその時でやるほかない。 

今からそれをね、決めておいてといったって、なかなかそうはいかない。常総市じゃな

くとも、やっぱり緊急に臨時の会議を開いたり、あるいは実際通年でやってる本会議だっ

て中断しなくちゃならない。そういうことも想定済みでいくほかないでしょうよ。 

今から起こらないものに対してこうしなくちゃならない、そうしなくちゃならない。こ

れ６人、議長、副議長も詰めて、あるいは執行部ともやりとりをしていく中で、じゃきょ

うから初日だけども、きょうから災害に遭った。できるのかといったらそうじゃない。 

これは延期してあれしましょう、それから予算を執行しなくちゃならなければ臨時議会

でやって、とりあえず通すものは通しましょうと、そういうふうな対応していかなかった

ら、何のあれもないのかなと思うんですけども。確かにこれマニュアルはつくりますけど

も、このとおりにいくかと言ったらなかなかいかない。 

それから交通網だって私今、通ってきたんだけども、東京と違って、ここから出て、そ

の信号から高速道路のわき通ってうちのほうに行くのに、木は倒れるかもしれないけど、

車なら何とかなると。あるいは自転車なら何とかなると。 

市役所だって水も運ばなくちゃならない、避難所に食料も運ばなくちゃならない、いろ

んな車の動きもしなくちゃならない、道路のがれきもいち早く片付ける。 

那珂市の場合にはそこまで交通網が寸断されるとは思わないので、何とかなるんじゃな

いかと思うんだけど。 

寺門委員 今議長のほうからですね、そのときに考えればいいよということなんですけれども、

きょうの勉強会のお話のようにですね、やっぱり備えあれば憂いなしでやはり最低限のこ

とは考えておかないといけないと思うんですよね。 

じゃ議会としてですね、その場で遭遇して、これこういうふうにしてくださいください

って言われて臨時会開いてやると。それはそのとおりだと思うんですよ。 

ただ今想定できることについてはきちんとやっぱり想定しておかないといけないと思う
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んですよね。ではその時動けるかといったら、この中の方が全部罹災しちゃったらどうな

るんですかと。これはもう終わりになっちゃうんでね。そうならないために予防しましょ

うということもあるし。 

議長 じゃあ何を想定しますこれ。 

寺門委員 それはこれからね、この委員会はまだこれ一回で終わりじゃないんで、その中で決

めていくいけないなというふうに思ってますけどね。 

今じゃ何を想定できるのと急に言われてもね。 

議長 じゃ連続して開いてもらって。 

助川委員 想定できないものを想定するというのはこれね、大変なことだと思うんだけども、

とりあえず委員会では、これを決定するのが一つの事業だということでもって、さらに先

ほど議長が言ったような視察の件とか、災害を受けたところの勉強に出て行って、実態を

しっかりと見つめてこれから参考にするということも、この委員会の役割かなと思います

けれども、あわせてこの災害対策会議の要綱、そしてまた指針に関しては、現時点で想定

される範囲内のことを一応網羅されたと思うんですよ。 

そういうことで、さらにつけ加えるものがあればということで、想定できないものを想

定するというのも、やっぱりそういう被害を受けたところを見ながら、想定せざるを得な

いと思うんで、今晩起きるかわからない、あるいは100年起きないかもわからないというこ

とを費用対効果等々考えて、ここをどうするかっていうことの判断は、一つの事業を経過

しながら見つめていくのも一つの決断の方法かなというふうに感じますので、その辺のと

ころは考慮の余地があるというふうに考えますね。 

この件に関しては、これでとりあえずはいいんじゃないかというふうに思います。 

委員長 きょうはこれで皆さんのご了承をいただければ、また今後特別委員会をね、継続して

いくのか、これで完了しちゃってもういいよというのか、そういうご意見を最後に聞こう

かと思っていたところなんですけれども、それはね、皆さんの考えですが、完了というの

か、また継続してもう少し特別委員会があったほうがいいよという意見も最後に聞こうか

と思っていたところですが。 

花島委員 二つありまして、一つはつまらないことで申し訳ないですけど、設置が書いてある

んですけど、解散の規定がないので、それは第６条の必要な事項は議長が定めるでいいの

かだけ、一応その議長の判断で解散するものとするとかね、入れたほうがわかりやすいか

なと思います。 

それともう一つは、今おっしゃったことで、もともとこの委員会は連絡体制を主に設置

されたと思ってるんですよ。名前のタイトルとは別に。 

ただ、きょうの話もあったように、本当の、これ以外の市としてやる災害対策について、

どう考えるかみたいなことも何か今後考えなきゃいけないと思うんで、この委員会で続け

てやれとまでは言いませんが、議運かなんかですね、考えていただきたいと思います。 
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とりあえずこれで通していただいて、次のことを。 

委員長 どうしても地震ばかり皆さん頭に浮かんでしまうんですけど、全体的にいろんなね、

災害ですからね。 

だから先ほど言われたようにどういうものが起きるかわからない。想定しづらいという

ことが、多分議長が言ったのはそういう話だと私は思っているんですけれども、いずれに

してもね、先ほどちょっと寺門委員からお話がありましたけれども、議長が例えば何かあ

ったりとかいうことで副議長は議長を補佐し、議長に事故があるときはとなっていますけ

れども、職務を代理する。 

例えば議長も副議長も例えばとんでもない災害を受けたということになった場合、やっ

ぱりその各常任委員会のだれかがやっぱり主になってやっておくということだと思うんで

すよ。それを誰と言わなくてもやっぱり話し合って、その時その時のそういうことがあっ

た場合、職務代理者っていうんですか、決めていくということでいいのかなと思うんです。 

きっちりきっちりっていってもなかなかこれ、私らが死ぬまでないかもしれませんしね。

はっきり言って。ないほうがいいんですけども、そういうことで、皆さんのご了承いただ

ければと思うんですが、皆さん、ご意見もっとありますか。 

遠藤委員 まず今の話ね、議長に事故あるときは、副議長が設置。これ何かの定款にしてもそ

うなんですけど、あらかじめ決定しておいた順番で、それを代行するというようなことで、

文言はそんな感じがいいと思います。 

例えば議長がだめ、副議長がだめ、次はじゃ誰かと書くんじゃなくて、あらかじめた順

番でやるっていうふうにしたほうがいいと。 

例えば、この間の産業で視察に行きました。議長も副議長も視察に行って、産業も行っ

てるときも地震があるかもしれない。 

そうしたら残った二つの委員会の委員長のどっちかが、それは例えば、１番目は総務、

２番目は産業、３番目は教育厚生とあらかじめ決めておけば、それは内部の話であって、

文言はそれで多分いいと思うのね。 

あと先ほど私が何だかんだ言っていた話はわかりました。これはこれでまずいいと思い

ますよね。まずは。最初初動は６人で集まって、どういう方針にするかを決めて、それか

ら、ちょっと連絡がつくかどうかわかりませんが、とりあえず通知をするというふうにし

て、恐らく１回は全員集まってもらうようになると思うんですよ、各地域に皆さん地元に

張りついて、動けばいいんだけども、動くと必ずもういろんな苦情、クレーム、要望をバ

ンバンを受けますから、これは絶対受ける。 

受けて、それをそれぞれ各議員が各役所に伝えないようにするためにこれをつくったわ

けだから、もうみんな山のようにクレーム持ってますから、それをここで、全員が集まっ

て、おれのところはこうなってるんだよ、こうしろって言われてんだよ、おれのところも

こうだ、ああだこうだ、どうなってんだ。これを一本化して議長が市の本部に伝えるとか、
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そういうためにこれをつくったわけなんで、全員がやっぱり情報を共有することも大事な

んです。 

だから、全員でやるべきと私は先ほど申し上げたんですが、ただそれが１回落ちついて、

次はもう１回６人だけで集まるかと、その間皆様まだ収集してくださいよってな感じがあ

って、またもう１回全員で集まるとか、ちょっとそういう感じで臨機応変にやれればいい

という心が入っているのだなと理解をしましたので、これはこれでいいのかなと思います。 

なおかつ所掌事務に関しては、例えばね、これちょっと今後の話ですが、国、県、関係

機関への要望活動は、これは実はその災害対策会議としてするのではなく、やはり那珂市

議会としてするのであろうというふうに思いますが、そのための決定事項というか協議を

ここでするんだというふうなことで、読みかえればこれはこれでいいのかなと思いますし、

あとこれは当然この特別委員会これだけでは終わらないというのは、議長がおっしゃった

とおりでして、私なんかは個人的にこの今ちょっと研修でありましたが、発災時、それか

ら落ちついてから、それからまた業務継続計画ってやつ、ＢＣＰですね、ＢＣＰなんかも

先進事例、大津市議会なんかはきちっとつくって、あれは大学等なんかと一緒につくって

やっている部分もあるので、行政の継続だけど議会も継続してやっていかなきゃいけない

んで、そういうものを特別委員会では研究しなきゃいけないと思います。 

だから、設置要綱は要綱で、あと指針は指針でこれで決めて、あとはどんどんその附帯

関連したものは調査特別委員会でもっと勉強すると。そういう位置づけでいいんじゃない

かと思います。 

委員長 ありがとうございました。 

大体意見は出たと思うんですが。 

古川委員 ちょっとよくわからなくなってきちゃったんですけど、もう一度ちょっと再確認の

意味でね、災害対応調査特別委員会の設置目的は何でしたっけ。この設置要綱をつくるの

が目的でしたっけ。 

事務局次長 調査事項といたしまして、市議会の災害対応指針の策定に関する事項、それから

災害時の議員連絡体制の確立に関する事項、それから災害時の市との連携体制の確立に関

する事項という三つの調査でございます。 

以上でございます。 

古川委員 わかりました。 

そうすると設置要綱と災害対応指針をつくれば解散ですよね。だから、今後そのいわゆ

るその災害対策、起きたときの対策ばかりじゃなくて、要望対策とかね、そういったこと

は資する目的には入ってないんですよね。 

であれば、じゃそれはそれでわかりました。 

この設置要綱なんですけど、このぺら１枚ぐらいなんですか、この設置要綱を持ってい

る自治体というのは、何か先ほど花島委員からね、設置があったら解散もあるんじゃない
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かっていうのは、そういうところも非常に、例えばこの国、県、関係機関等に要望し要望

活動を行うこと、これ２年３年かかりますよね。最低でも。 

そしたらずっとそれこそ災害対策会議をずっと開いて国の要望、県の要望っていう話に

なっちゃうんで、先ほど遠藤委員からあったように、そこはそこでまた議会としてってい

う部分でやっていく方向もあるでしょうし、その辺の解散のこととか、あとこの対応指針

のほうにもしかして入るのかもしれませんが、その対策会議のメンバー６名は、対策会議

設置期間中は常駐するのか。それこそ泊まり込みでやるかとか、その辺も別にここに書か

ないまでもね、それ辺がよく見えてこないので。 

だからこんなぺら１枚、どこでもこんなもんなんですかねって素朴な疑問なんですけど。 

委員長 結局その状況というのは、例えばこの前の3.11もそうですけど、度合いというのによ

って変わってしまうと思うんですよね、同じ対策本部をできるような、例えば、それによ

ってやっぱりそれは議長、副議長らと相談しながら判断する、泊まりまではないと思いま

すけども。 

そういうことはただ、誰か１人は対策本部に交代で、詰めるとかいうのは、その６人く

らいでね、決めていただければいいんじゃないかなと思うんです。 

3.11の時は交代で議長は毎日だったけど、あと一人ずつくらいで委員長、副委員長くら

いだと思うんですけど、交代でね、やったんですよね、3.11の時は。 

古川委員 わかりました。 

もちろんここに例えば震度６以上の地震が発生したときに設置することができるんです

よね。設置しなければいけないとは書いてないですよね。だから、６弱以上の災害が発生

しました、６人集まりました、市のほうも対策本部が設置されましたと。 

設置しましたけど、１時間後に問題すべて、状況確認し、特に問題なしと、もうそれで

いいだろうということで解散というのがあってね、解散ということは対策会議が解散なら

ば我々も解散ですよね。帰っていいわけですよね。 

そういうところが何かよく見えないので、そういうところっていうのはこういう要綱と

か対応指針の中にはどっかに入らないのかなっていう、見えない部分、いわゆる想定でき

ない部分ではなくて、想定できますよね、そういうことはね。そういうことは、こういう

ところに書いておかなくてもいいのかなっていう疑問なんですけど。 

委員長 解散の部分ね。 

古川委員 解散だけじゃないんですけど、ほかの自治体の設置要綱ってこんなもんなんですか

っていうのがまず知りたいんですよ。こんなものしか書いてないんですかっていう。 

委員長 書いてあったほうがいいとは思いますけどどね。 

例えば設置された場合は、多分ある程度落ち着いた時点で3.11でも解散になったわけで

すよね。だから多分対策本部、市の本部が解散されば、議員のほうも解散になるんじゃな

いかなと思うんですけど。どうなんでしょう、これ。 
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事務局次長 今の古川さんのご意見なんですが、この設置要綱がない議会のほうが多いです。

設置要綱自体がないところが多いです。マニュアルでやっているというところで、大体設

置要綱についてはこの程度ですね。 

例えば市の防災計画であれば、こういうときには設置して、こういうときは解散すると

いうのをすべて網羅してあるんですが、そうするとやはり長くなりますので、会議の中で、

こういう対策が終わったから、じゃあ解散しましょうとかそういう話で持っていけばいい

のかなというふうに考えております。 

以上でございます。 

委員長 どうですか。 

古川委員 そういうものであれば。 

ただある程度ね、書いてないにしても、さっき言っていた、議長に事故あるとき、副議

長に事故あるとき、じゃあ委員長の中の順位は決まってないわけですよね。 

何かそういうところを書かないまでも、その時考えればいいんじゃないのっていうのも、

大丈夫っていう気がしちゃうんですよね。 

委員長 できると思うんだよね。実は議長はじめ3.11でも何もこういうのがなくてもね、一生

懸命やりましたよね、当時の議員さんは。だからこれをね、しっかりしましょうというこ

とで今やってるわけですから。 

小宅委員 さっき言ったことはあれなんですけど、災害調査特別委員会で今後その東北のほう、

那珂市よりもっとひどかった地区ですよね、そういうところに視察に行ってノウハウを蓄

積したりっていうことをしていくという話をさっき伺ったんですけども、その蓄積したノ

ウハウを、やはりその有事があったときに活かせるように、何かに残しておかなければい

けないと思うんです。これ１枚ですかっていうのは、そういう意味でもあると思うんです

ね。 

だから、そういうのは例えば何か違う方式の対応マニュアル的なものをこれからつくっ

ていくっていうことが必要なんじゃないかなと。それがちゃんとできれば、那珂市に外の

自治体からも、議会からも教えてくれっていうふうに言われるようなものをぜひつくって

もらいたいなと思うんですね。 

委員長 いろいろな意見が出ました。 

花島委員 繰り返しに近いんですけど、やっぱり解散はちゃんと規定してもらったほうがいい

んです。というのは、我々議員活動やってるときにね、この対策会議を通してやるべきこ

とと、そうじゃなくてやるべきこととの切り替えの時をね、はっきりしてくれたほうが頭

がすっきりして行動しやすいんで、議長が判断するなり何なりでもいいです、簡単でいい

んですけどね。 

議長 この委員会あたりでね、今回の災害に対して、この委員会を閉じますとかなんとかね。 

花島委員 その会議で決議すれば解散しますという内容でも結構ですよ。それをお願いしたい
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んです。 

委員長 今花島委員からも、先ほど皆さんからも出ましたけども、設置された場合ですね、解

散するということも文言として入れますかね、ここに。 

助川委員 第６条に、この要綱に定めるもののほか災害対策会議に関し必要な事項は議長が定

めるという条文がありますよね。そこでうたってあるんだから、それは議長が必要に応じ、

入れていただければ。 

花島委員 それは私もさっき最初はそういう発言したんですよ、これで読んでいいんですかっ

て。だけどやっぱりね、解散をはっきり書いておいたほうが頭の切り替えができて、どう

いう手続きで解散したんだと、その会議で解散しましょうねって決めて、それで解散した

んです、いついつに解散しましたってね。 

そうすれば、そこからは例えば対策会議を通してから言わなきゃいけないっていう頭じ

ゃなくて、普通の普段の議会活動の中でやると。 

小宅委員 解散って一行ふやせばいい。 

花島委員 そう、一行だけですから。 

委員長 これについて言えば、話が出ていますが、第６条ですか、ここに解散することができ

ると、文言は別としても、そういうのを入れたほうがいいですかね。 

小宅委員 入れたほうがいいんじゃないですかね。 

古川委員 ちょっと解釈の話になっちゃいますけど、この６条の必要な事項は議長が定めると

いうのは、そのときに考えましょうっていう意味ではないですよね。 

事前に、あくまでも設置要綱には書かないけども内規のような形で、別に定めておきま

しょうっていう意味ですよね。この定めるというのは。 

その時に考えましょうっていうことではないと思うんで、ですからその辺を書かないま

でも事前に決めておきませんかって僕は言ってるんです。 

そのときに考えましょうじゃなくてね。想定されることは。 

委員長 文言として入れるということがいいですか。そういう文言を入れるということで。 

どうですかね。 

事務局次長 入れるとすれば第２条の４ですね。 

委員長 今の話なんですが、第２条の４番にどういう文言がいいかわかりませんが、議長が解

散をすることができるとか、入れますか、ここに。 

第２条の４、第２条の設置のところに解散も入れると。 

事務局次長 もしその文言を入れとすればですね、条文の構成上ですね、第２条の括弧書きを

設置及び廃止という形になります。 

第４項として廃止の文言を入れるような形になりますので、そういう場合には議員の皆

さんで、どういった文言がいいかっていうのを話し合って決めていただければと思います。 

助川委員 第２条の中に、議長は次の場合に災害対策会議を設置及び廃止することができる。 
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     （「いやいや」と呼ぶ声あり） 

助川委員 ４項だね、括弧のほうじゃなくて。 

委員長 ４項に入れると。 

小宅委員 ２条に入れるんじゃなくて、５条の後にちゃんと解散という項目で入れたほうがい

いと思うんです。というのは、２条に設置と解散って入れると集まってみたけれども意見

がまとまらなかったんで解散っていうことも可能になっちゃうと思うんですよね。 

そうじゃなくて、全部話が終わって、必要がなくなったと認められたときには解散する

っていうような形にしたほうがいいと思うんですよね。 

古川委員 私もそう思うんですね。というのは、結局解散するのはどういうときかというと、

この４番の所掌事務が完了したときですよね。 

その必要性がなくなったとき、ですから、その所掌事務を後から言って、その前に解散

の文言が入ってるというと何か所掌事務がこんなことやりますよ、でもそれが完結したと

きには解散しますよというのが、やっぱりその後じゃないのかなっていう気がするんです

けど。 

議長 那珂市の例規集に照らしてそれは入れましょう。廃止の場合は。 

だからその辺を、那珂市の例規集に合わせてその廃止を入れて、後で、まだこの会議は

ここで終わりじゃないわけだから、設置と廃止が一緒になるのかもしれないし、よく調べ

ておきます。 

委員長 これはもう少しまた継続で。きょうは濶達なご意見をいただきましてありがとうござ

いました。継続でまた時間を設けて。 

     （「継続して何をやるんですか」と呼ぶ声あり） 

委員長 まだ決まってないから。設置要綱と対応指針についてはですね、また皆さんに。 

事務局次長 とりあえずつくっていただかないと、いつ災害っていうのは起こるかわからない

ので。内容については、随時、次の委員会で変更していくような形のほうが私はいいと思

います。 

議長 とりあえずこれを承認してもらって。 

委員長 今私が言ったのを取り消します。 

災害対策会議設置要綱、それと災害対応指針、この二つについて、皆さんこれでよろし

いか、どうでしょうか。 

小宅委員 時期尚早だと思います。 

委員長 いや、皆さんの意見でどうでしょうか。 

古川委員 原案どおりでということですか。 

委員長 先ほどの廃止のことも含めて。 

     （「見ないと承認できない」と呼ぶ声あり） 

議長 とりあえずきょうはこれで通してください。とりあえず。 
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遠藤委員 私の意見です。確かに今晩地震があるかもしれないんですよ。 

正直、特別委員会を作っといて、議員はこれを調査していますって議会広報にも出して

ます。で何を話ししてんだ、何も決められない、自分のことすら決められないのかってい

うのもこれはいかがなものですから、確かに、ただいろんなご意見ありまして、これはま

だこれだけでは不十分だと私は認識します。 

ただ、これまず一回これで通した上で、さらにまたこの委員会でバージョンアップをし

ていくというようなことが必要かと思うので、まずこれはこれで今晩起きるかもしれない

から、そのときには、起きたらまだ何も決まってないですよね、どう動けばいいか、これ

はまだ案なんで、このとおり動けないことはないけど、決まってないことになっちゃうん

ですよ。だからまずこれを一回通して、さらにまた、どんどんいいものをつくりましょう

ということでいいんじゃないですかね。 

花島委員 今の趣旨をちょっと確認したいのは、とりあえずは通して、次どんどんっていうと

ことは、この委員会を継続するということですか。 

はい、わかりました。 

委員長 今遠藤委員から意見が出ましたけども、今の意見について皆さんよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

笹島委員 今設置して、これからどういうふうな方向でやっていくのこれ。要綱とかなんかで

きて。 

議長 そうじゃなくて、これを今通してくれるかくれないか。きょう。 

笹島委員 またやるんでしょ、もう一回やるんでしょう。 

議長 もう１回か何回かわかりませんけど。 

笹島委員 同じこと繰り返しやっていくの。具体性が何もないけども。 

議長 廃止の案とかまだ決まってないことを決めていくとか。 

笹島委員 その文言についてででしょう。今やってるところは。 

マニュアル化するのかしないのかわからないけど、具体的なね、この特別委員会でつく

るかどうかわからないけども。案で終わりなんでしょう。 

委員長 終わりませんよ。 

笹島委員 じゃ何やるの。 

委員長 これは決定しなければ、いつまでも終わらないですから。 

笹島委員 それは次の機会で終わるでしょ。文言をつけ加えるだけだからね。 

委員長 今笹島委員からも出ましたけど、先ほどお話ししたようにこれが皆さんに了承いただ

いて、例えば、きょう決まらなくてもいいですけど、その後、調査完了にしちゃうのか、

継続にするのかっていう意見を、先ほど言ったように、終ったら皆さんの意見をいただき

たいという話を先ほどしましたね。 

そういう意味で、この案が了承されれば、そのあと継続にするのか調査完了にするのか、
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皆さんの意見を聞きたいということです。 

笹島委員 案をつくるでしょ、次ね、調査してないじゃない、全然。 

我々先進地ですか、そういうところにも行ってないしね、この机上のプランでつくって

るだけでしょ。これどこでもひな形ってあるわけだから、それをまねすればいいわけでし

ょ、中身が入ってないからね。 

我々はそういうふうに実体験していかなければならないでしょ。例えば、釜石とか、そ

の目的を持っていく意味はさ、中身がないよ、これじゃ。 

議長 これから検証してね、いいものつくっていくんでしょ。それまでの間、これを通してく

ださいって言っているの。 

笹島委員 もちろんそれは。 

議長 だからそれできょうは通してくださいね、ご了承いただき、それから研修して、また勉

強していい案をさらにお願いします。きょうは通してください。 

笹島委員 いいじゃないですか。きょうでもあしたでも今でも大丈夫ですよ。 

委員長 そういう無責任な。 

あのですね、今笹島委員からでましたけども、先ほど言ったのは、調査完了するのかそ

れとも継続にするのかっていうのは、これが皆さんに了承いただいて、それから先進地っ

ておかしいですけど、大変な被害があったところに行って、研修するとか勉強するとかい

うことを含めて、継続ということにするのかということでお話ししたわけですよ。 

それもいらないだろうと、これで完了すべきだろうっていうときは完了だということで

すよ。 

笹島委員 具体的に調査研究しなきゃいけない。これはもう作って次ね、それを我々はやらな

ければ、今言ってた広報には載せられないよね。もちろん継続だよ。 

委員長 笹島委員はそういうのをやってないから、おかしいって言ってるわけですよね。 

笹島委員 違う違う、どうするんだって言ったの、だから。委員長が言わないと、それはこう

しますっていうあれを。私に言わせるんじゃなくて。みんな待ってるんだから。 

委員長 そういうことで、ご意見等賜ることにしたんですが、先ほど出てますし、この要綱、

また指針をこれで了承いただいて、それからまた皆さんで勉強をしながら継続するという

ことでよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

古川委員 その調査研究は、先ほど僕確認しましたよね。この特別委員会の目的は何ですかと

確認しましたよね。その中に調査研究を行うということはあまりなかった。 

結局は僕が聞いた解釈では、この設置要綱とか対応指針をつくるのが目的ですと聞こえ

たんです。ですから、その調査研究をするのは、ただ調査しました、研究しましたじゃな

くてね、今ここで皆さんで了承して、さらにバージョンアップするためによりいいものつ

くるために調査研究をしていきますという意味の継続ですよね。 
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委員長 そうなんですけど、皆さんのご意見をいただいて、完了するのか、そのあと継続して

っていうことを言ったわけですよね。だから、継続していきたいというご意見が多ければ

私もそのほうがいいだろうということで皆さんにお話ししたわけです。 

もう一度、もともと最初はこれを設置するための特別委員会ですよね。当然ね。そこか

らバージョンアップしようという話になって、継続しましょうということですよ。 

遠藤委員 これちょっとできるかどうかご提案として、確か調査事項って三つ出てましたが、

私はちょっと最初あれしたなと思ったのは、４にして、その他関連する事項ってやっぱり

入れて、少し幅広げるべきだったんですよね、この特別委員会。 

これは本会議であれしなきゃいけないのかな。これはちょっと多分、これつくるだけで

終わる委員会ではね、やっぱりまずいと思うので、やっぱり小宅委員もおっしゃるとおり、

だってこれほかであまりつくってないっていうんであれば、私たちの那珂市議会が全国で

先進的な取り組みを今してるっていうことに、もしかしたらなるわけですよね。 

だからしっかりしたものをやっぱりつくるには、幅を広げていいのであれば、そういう

たこともいいのかなって感じがします。 

事務局次長 先ほどの話なんですが、調査事項として三つあります。 

その他にですね、目的としても挙げてございます。安全安心なまちづくりに関して調査

研究というものが入っておりますので、その調査研究をしていただくのはいいことだと思

います。 

以上です。 

委員長 じゃ戻ります。設置要項案、また、災害対応指針案、これを了承いただけるというこ

とでよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 では、案を消していただきます。 

それで継続調査といたします。 

きょうは以上で、大変いろいろな意見が出まして、ありがとうございました。 

たいへんご苦労様でした。以上で終了いたします。 

閉会（午後４時17分） 
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