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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６月23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 

     議   長 中﨑 政長  事務局長 寺山 修一 

     事務局次長 清水  貴  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 

     防災課長補佐 秋山 光広  原子力Ｇ長 海野 直人 

会議事件と概要 

     （１）原子力災害に備えた那珂市広域避難計画（骨子案）について 

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。 

暑い盛りになってきましたけれども、お体をご自愛ください。 

そういうわけで、きょうは常任委員会、朝早くありがとうございます。 

まず開会前にご連絡いたします。 

会議は公開しておりまして、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職員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 改めまして、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催いただきまして、まことに

ありがとうございます。 
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本日の会議事件は、最も今関心がある広域避難計画の骨子の説明ということで、慎重な

るご審議をお願いし、あいさつといたします。 

ご苦労さまでございます。 

委員長 はい、ありがとうございます。 

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 はい、おはようございます。 

本日は、原子力安全対策常任委員会ご出席、まことにありがとうございます。 

本日の執行部からの案件は１件でございまして、広域避難計画の骨子案につきましてご

説明申し上げますので、よろしくご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。 

本日はどうぞ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、原子力災害に備えた那珂市広域避難計画（骨子案）について議題といたします。 

防災課より説明をお願いいたします。 

防災課長補佐 おはようございます。 

防災課課長補佐の秋山です。 

ほか１名が出席しております。 

本日、執行部からは常任委員会資料７ページにある原子力災害に備えた那珂市広域避難

計画（骨子案）についてと、その他といたしまして、万が一原子力災害が発生した場合の、

市民がとるべき基本的な行動と避難先を記載した避難ガイドマップの説明会の日程につい

て、二つをご説明させていただきます。 

内容については担当よりご説明いたします。 

まず、説明に入る前にお手元の別紙資料の右上の日付の訂正をお願いいたします。 

５日となっていますので、本日23日に訂正のほどをお願いいたします。 

それでは説明に入らせていただきます。 

よろしくお願いします。 

委員長 ちょっとお待ちください。 

これは、資料は常任委員会の資料でいいんですか。 

防災課長補佐 別紙の資料でお願いします。 

委員長 ありますか皆さん。 

大丈夫ですか。 

じゃ、どうぞ。 

原子力Ｇ長 はい、申しわけございません。 
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それでは、私のほうから、まず常任委員会会議資料７ページ、１番としまして、広域避

難計画の要旨、こちらについてご説明いたします。 

まず、国が定める防災基本計画や、原子力災害対策指針、これに基づきまして、原子力

発電所から30キロ圏内の自治体においては広域避難計画を作成することになってございま

す。本市においても、地域防災計画の下位計画として、広域避難計画の作成を進めており

ます。 

計画の骨子案について、本日進捗状況の報告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。 

それでは、常任委員会資料別紙、一つの冊子になっております。 

原子力災害に備えた那珂市広域避難計画（骨子案）についてをごらんください。 

まず１ページをごらんください。 

まず、第１章としまして、広域避難計画の目的や位置づけ、基本的な考え方、また用語

の定義について記載のほうをしてございます。 

恐れ入ります、５ページのほうをお開きください。 

こちらでは第２章としまして、避難計画の基本的事項、こちらを記載してございます。 

原子力災害対策重点区域の範囲としまして、表を記載してございます。 

原子力発電所から５キロまで、こちらを予防的防護措置を準備する区域としまして、Ｐ

ＡＺ。本市においては、本米崎地区が該当いたします。 

また、それ以外の地区においては、すべて原子力発電所から30キロ圏内ということで、

緊急時防護を準備する区域、ＵＰＺという区分に分けられてございます。 

記載されています人口につきましては、平成27年度に行われました国勢調査、こちらの

成果をもとに、その後、住民基本台帳の増減を考慮したものでございまして、平成28年10

月１日現在の常住人口を記載してございます。 

下の段に、避難先地域の設定がございます。 

こちらにつきましては、桜川市及び筑西市となっておりまして、両市から合計60カ所の

避難所を提供いただいております。 

以降、次のページ以降、屋内退避や避難、また、安定ヨウ素剤の服用などの防護措置に

ついて記載をするとともに、その防護措置の準備や実施を適切に進めるための判断基準と

して、フロー図や表を用いて記載してございます。 

恐れ入ります、飛びまして16ページをお開きください。 

16ページには、原子力災害時における周辺環境の空間放射線量率を測定するための、市

内９カ所に設置してございますモニタリングステーション等の設置場所を地図に記載して

ございます。 

続きまして18ページをお願いいたします。 

こちら第３章では、市民の避難に係る広報としまして事故時の情報提供及び指示の伝達、
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広報のタイミング等を記載するとともに、情報の流れを19ページのフロー図のような形で

記載のほうをさせていただいております。 

続きまして、めくっていただきまして20ページをお願いいたします。 

第４章では、市民の避難の流れとしまして、原子力災害により屋内退避や避難までの事

態の区分に応じた基本的な行動について、こちらもフロー図を用いて示してございます。 

また、23ページをお開きいただきまして、こちらにつきましては災害時に迅速な行動が

とりにくい高齢者や障がい者、乳幼児等のいわゆる要配慮者の基本的な行動を記載をさせ

ていただいております。 

25ページをお開きください。 

第６章では、原子力災害医療としまして、安定ヨウ素剤の配布及び服用について、また、

本市で現在備蓄をしております安定ヨウ素剤の量、こちらについてを記載しております。 

さらに、万が一避難が必要となった場合に、原子力発電所から30キロメートル境界付近

に設置を予定してございます避難退域時検査場所での汚染検査の流れについて、フロー図

のほうを27ページのほうに記載してございます。 

それでは、28ページをお開きください。 

第７章。こちらでは避難が必要となった場合の一時集合所の開設及び運営、また、避難

先である桜川市や筑西市、こちらでの避難所の開設及び運営等について記載をさせていた

だいており、また、30ページの第８章につきましては、避難した市民の確認方法、こうい

ったものについて記載をさせていただいております。 

資料の最後のほうには、避難ガイドマップにも掲載をさせていただいております避難先

の割り振り一覧表のほうを添付してございます。 

また、割り振り一覧表の前、31ページに、今後の課題としまして幾つか記載のほうをさ

せていただいてございます。 

この課題につきましては、本日テーブルの上にお配りさせていただきました資料別紙２、

Ａ４の横の２枚つづりの紙になりますが、広域避難計画策定に係る課題及び取り組み状況、

こちらでご説明のほう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。 

それでは引き続き、別紙２、広域避難計画策定に係る課題及び取り組み状況をごらんく

ださい。 

まず、一番左側には課題の大きな項目を記載してございます。 

また、中ほどに具体的な課題、右側には現在取り組んでいる状況や、また、方針、取り

組み状況についての記載をしてございます。 

まず一つ目ですが、移動手段の確保、こちらについてでございます。 

広域避難となった場合には、原則として自家用車を使用することになります。 

しかし、自家用車で避難ができない方につきましては、国や県が手配するバス等での避
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難実施ということになりますが、バスの台数を確保する上で、バスを実際に利用する人数

の把握が必要になってきます。 

現在、茨城県と那珂市を含めた広域避難が必要な14自治体、こちらでバスを実際に必要

とする方の人数の把握の方法について、どのような調査方法で行うか、こういったものを

調整してございます。 

また、避難バス及び運転手の確保につきましては、茨城県がバス協会と協議を行うこと

となってございます。 

二つ目になります。 

避難行動要支援者への対応でございますが、自家用車での避難が困難な方で一時集合所

までも行くことが困難な方、こちらに対する支援につきまして、今後警察や消防、市の社

会福祉協議会、さらには地元に根づいた方々である自治会や民生委員などの関係者、関係

機関と、支援の役割や支援の範囲について、今後協議を行っていこうというふうに考えて

ございます。 

また、一般のバスでの避難が困難な方につきましては、使用する車両としまして救急車

や特殊車両、福祉車両的なものが必要な方の人数の把握をする必要がございます。 

こちらにつきましては、やはり茨城県が主体となりまして、現在、那珂市も含めた関係

各自治体で調査のほうを進めておるところでございます。 

続きまして、三つ目になります。 

避難退域時検査及び簡易除染についてでございます。 

現在、茨城県が主体となりまして有識者で構成されました勉強会を実施してございます。 

勉強会の中で、検査場所の選定や簡易除染の手順、方法等について、現在調整のほうを

行ってございます。 

続きまして、四つ目になります。 

安定ヨウ素剤についてでございますが、安定ヨウ素剤につきましては、皆様ご存じのよ

うに薬剤となるため、適正な保管管理が必要でございます。 

本市においては、先ほどの（骨子案）にも記載してございますが、本庁舎及び総合福祉

センターひだまり、こちらの２カ所に配備をしてございます。 

しかしながら、緊急時に速やかに、かつ確実に配布できるように、備蓄場所の増設も含

めた配布体制を整える必要があると考えてございます。 

１ページの一番最後、下の段です。 

児童生徒への対応につきましてですが、こちらにつきましては、生徒が学校に滞在中に、

万が一災害が起こった場合、生徒の帰宅や、また、親御さん、保護者への引き渡し等につ

いてでございます。 

過日、学校長会が行われまして、その際に各学校長、校長先生には避難ガイドマップの

ほうを配付させていただいた上で、今後、学校と連携をとっていきたい旨のご説明のほう
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をさせていただきました。 

また、現在県の教育委員会において原子力防災マニュアル、こちらを作成してございま

すが、この見直しを行うという情報を得ておりまして、今後市の教育委員会や各学校と連

携のほうをとっていく予定でございます。 

それでは恐れ入ります、２枚目をごらんください。 

桜川市及び筑西市の避難所運営、また、その支援体制についてでございます。 

万が一、原子力災害により広域避難が必要となった場合に、避難所の開設及び初期運営

につきましては、桜川市、筑西市の両市のご協力をいただくことになるかと思います。 

ただ、できるだけ早期に本市の職員が避難所の運営を引き継ぐことができるよう行動マ

ニュアルを作成したいと考えてございます。 

また、避難生活が万が一長期化した場合においては、仮設住宅や民間賃貸住宅、また、

旅館、ホテルなど、あらゆる宿泊施設等の確保につきましては、県をはじめ、相手方両市、

または関係機関と、今後協議を行う必要があるかというふうに考えてございます。 

続きまして、避難状況の確認及び避難者の把握についてでございます。 

両市の各避難所に避難しました那珂市民に対しては、それぞれの避難所ごとに家族単位

等での避難者名簿を作成することを予定してございます。 

しかしながら、避難の状況によっては、親類や知人を頼り、縁故者を頼った上で、市が

指定をしています避難所以外に避難する市民の方も数多くいらっしゃることになろうかと

思います。こういった市民につきましては、避難先を市役所のほうへ連絡していただく必

要がございます。 

この連絡体制を今後どういった形でやるか、または市民の方への周知等を検討していき

たいと考えております。 

また、那珂市内が避難区域に指定された場合に、それでも避難をしない、残留される方

が出てくる可能性もございます。 

この方たちへの対応につきましては、避難を強制することもできるのかどうか、その辺

も踏まえて、今後警察とか、そういった機関との調整を行っていこうというふうに考えて

ございます。 

中ほど、市内渋滞への対応についてでございます。 

事故事象の進展により、市内に避難指示が出された場合、避難ルートとなる幹線道路、

主に常磐自動車道、また、県道日立笠間線を想定してございますが、常磐自動車道の入り

口までの市内道路、または地理で申し上げますと、戸多の下江戸にある千代橋、ここまで

の道路の渋滞が想定されます。 

この渋滞に関しましては、やはり那珂警察署との交通規制も含めた協議のほうをしてい

く必要があると考えておりますので、今後取り組んでいきたいと思っております。 

また、道路の状況によりましては、当初予定している避難ルート、今申し上げましたが、
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常磐道、または県道日立笠間線、これのほかに代替ルートを検討していく必要があるかと

考えてございます。 

下から２段目になります。 

行政機能の移転の体制についてでございますが、市役所の庁舎自体が避難、移転が必要

となることも当然想定されるところでございます。 

行政サービスを提供する窓口の確保も、当然ながら必要となります。こちらにつきまし

ては、桜川市、筑西市、両市から施設の提供を受ける必要がございます。 

現在、両市へそういったスペース、施設の確保ができるかどうか、相談をしているとこ

ろでございます。 

また、庁舎の移転に伴いまして、住基情報等の情報ネットワーク、こういった構築とい

うのも必要になってくるかと思います。 

両市及びシステム会社等の調整というのも必要になってくると考えてございます。 

最後に、複合災害への対応と記載させていただいております。 

現在作成中の避難計画につきましては、原子力の単独災害を想定しております。 

とは言いましても、大地震や津波など、そういった自然災害の影響から原子力災害に進

展することは想定しなければならないことでありまして、最も重要な課題であると考えて

ございます。 

避難ルートとしましては主に２ルート、常磐自動車道や日立笠間線の県道等を示させて

はいただいておりますが、避難ルートができない状況に至った場合、その代替ルートの確

保や、また、避難先である桜川市や筑西市自体が被災し、那珂市民を受け入れる状態にな

い場合、こういったことも想定する必要があるかと思います。 

こういった場合に陥ったときの、いわゆる想定していない二次避難所、こちらの確保、

これが非常に大きな課題であると受けとめております。 

代替ルート及び二次避難所の確保につきましては、本市だけの問題ではなく、全ての避

難する側の自治体の最大の課題となってございます。 

今後、茨城県を含めまして、関係自治体と協力をしていかなければならない、重要な課

題であると承知しておりますが、現段階では、まず基本的な計画を策定するためのベース

としまして、原子力の単独災害を想定した広域避難計画の策定に向けて進めていきたいと

考えてございます。 

なお、これまでにご説明した課題につきましても、今後策定を進める中でさらに課題が

出てくることも予想されます。 

一つ一つ課題を整理しながら、広域避難計画の基本となる計画の作成を進めていきたい

と考えております。 

長くなりましたが、説明は以上になります。 

よろしくお願いいたします。 
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委員長 はい、防災課の説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

遠藤委員 いろいろと検討も進んでいるというふうに思いますね。 

それで、取り組み状況、別紙２のほうですが、児童生徒への対応ということで、これは

市内の学校長会にご説明をしていただいて、市内の小中学校のほうで取り組みを進めてい

ただくということだと思いますが、子供に対応という意味では、市内の私立の学校、この

対応、もしくは私立の保育所、保育園、また、学校ではなく、公立にもありますが、幼稚

園、ここらの対応はどうなっていますか。 

原子力Ｇ長 私立の学校、また、保育園、幼稚園につきましても、当然学校のくくりと同じよ

うに対応したいと考えております。 

ただ、申し訳ございません、現在のところまだ先日学校長会のほうでご説明した段階で

ございまして、これは順次保育所、幼稚園、私立の学校、または高校、そういったところ

にも那珂市の広域避難計画の策定に合わせまして、やはり整合をとっていきながら、避難

の段階でどういう段階をとるかというのは、やはり学校と連携していきたいというふうに

考えております。 

遠藤委員 ぜひお願いしたいと思います。 

保護者にとっては、上の小学生がいれば下の幼稚園、保育所、そういうこともあるので、

いわゆる引き渡し訓練は、学校でかなり慣れてきているのかなと思いますけれども、そも

そも学校にはそういうマニュアルがありますが、恐らく幼稚園にもあるのかな、もしくは

私立は全く経営母体にお任せ状態なのではないかと思うんですね。 

先日、私立の関係の方とお話ししたときに、広域避難計画、もしくはこういう考え方を

ちょっとお話ししたところ、いや、全然聞いていないし話がないんですよ、という話だっ

たものですから。 

やっぱりこれは全く同じように整合をとっていただきたいと思いますので、今後ともよ

ろしくお願いします。 

委員長 ほかございませんか。 

古川委員 実は私、この間筑西のほうですか、視察に行かせていただいたときにお話をしてし

まったんですけれども、複合災害を想定した避難計画であると、私ずっと勘違いしていま

した。 

単独だということはわかったんですけれども、ですから原子力以外の災害を想定した対

応については今後ね、検討していっていただければいいと思うんですけれども、でもそこ

が一番、最重要だとは思っていますけれども。 

それはそういうことで、今後のこととしてお願いしたいんですが、現在のこの原子力の

単独災害の避難計画においてもこれだけの課題があって、その取り組み状況を見ますと、

協議中、調整中、何々が必要だ、ということで何ら解決というか、その答えが見出されて
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いないということを考えますと、この広域避難計画そのものが、そのマップを配ったとし

ても、本当にただ、あなた方の避難する先はここですよ、というのをただお知らせするだ

けであって、何らその実効性がないんじゃないかなという気がしてきまして。 

ですから、そのマップそのものを配布することも時期尚早なのではないかと、私は最近

ちょっと思うようになってきたんですけれども、その辺はいかがなんでしょうか。 

防災課長補佐 今委員さんが言われました実効性を含めた中で、今回マップのほうを今後、そ

の他でちょっとご説明しますけれども、配るということについては、あくまでも、まず今

第一に安全を考えた中で、避難先の確保の協定も済んで受け入れてくれるという、桜川、

筑西とまとまりましたので、それだけをまず市民の方にお伝えするという形で、その実効

性、あと広域避難計画については、これから本当に内容の濃いものに、市民の声を聞いた

り議員の皆様のご意見を踏まえた中で検討し、結果を出して、また、この場にご報告して、

濃いものにしていきたいと、今の現状では考えております。 

古川委員 そうなるんだと思うんですけれども、これから説明会をされるわけですよね。 

説明会でこの課題となっているようなことが、どんどん質問として出てきますよね。 

いや、これから考えます、という答えになるわけでしょう。 

市民の方がマップの意味を本当に理解といいますか、意味あるのって言われるような気

がするんですけれども、それでも、いや、避難先をお知らせするだけですから、という答

えのみで配布することになるわけですよね。 

ちょっとその辺大いに疑問なんですけれども。 

防災課長補佐 今、現時点で決まっているものをまず出して、市民の方に理解してもらうとい

う形で、説明会のほうの内容を考えていますので、その辺はまず一つでも市民の皆様、一

番身近に、本当に万が一事故が起きた場合に行く場所も決まってないほかの市町村、まだ

ありますので、那珂市については決まっていますと、この場所については認識のほうをお

願いしますというような形になってのご説明になると、今考えております。 

古川委員 あくまでも疑問は疑問として一応お伝えしておきますね。 

ほかに配ったところがあるんですか。 

防災課長補佐 まだマップについては本市ができたというような情報でしか周りからありませ

んので、配っているという情報は今のところはありません。 

古川委員 配っていないイコールできていないということですか。 

できてはいるけれどもまだ配る段階ではない、というふうに判断されているということ

ですか。 

原子力Ｇ長 正式なものとしましてお配りするのは、今度那珂市が初めてになります。 

昨年の５月に、一応東海村のほうで、案という形でのマップ、あくまでも案という前提

で住民説明会、住民の意見交換会という表現だったと思うんですが、その際に配ったとい

う経緯はございます。会場に来た方にだけ。 
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そのときいただいた意見と、あとはあくまでも那珂市のようなマップではなくて、避難

所をメーンにしたマップという地図をお配りしたということで、その書き方についてもや

はり検討が必要だということで、あくまで案という段階では５月に配っているところがご

ざいます。 

ほかの自治体につきまして配っていないというところがほとんど、那珂市以外そうなん

ですが、これについては先ほど秋山防災課長補佐のほうからもありましたように、避難先

自体が那珂市のように決まっていない自治体が大半になります。 

那珂市の場合には桜川と筑西の２市で、なおかつそこから合計60カ所の避難場の提示を

既にいただいているという状況なんですが、ほかの自治体については、ほとんどのところ

がまだどこの自治体、県外であれば県に行く、というのも現在茨城県が調整をしている段

階で、なかなかこのマップを配る段階までには至っていないというのが現状だと思います。 

以上です。 

古川委員 その、どの自治体に避難するというのは県の計画によるんじゃなかったんでしたか。 

那珂市が勝手にというか、単独で筑西さん、桜川さんお願いしますと決めたんじゃない

ですよね。県ですよね。 

原子力Ｇ長 割り振りの基本は茨城県になります。 

那珂市の避難先も、当然茨城県のほうで示されたものです。 

ただ、県内の自治体の割り振りにつきましては、例えば水戸市が県内の９市町村、例え

ばひたちなか市ですと12市町村、は決まっているんですが、そこだけで賄えない避難者数

がいらっしゃいますので、そういった方については県外に現在調整をしております。 

その中で、おおむね話がスムーズに行っているのは、福島県と茨城県の関係、そのほか、

栃木、群馬、千葉、こういったところにつきましては、現在相手方の、避難を受け入れて

くれる自治体自体がまだ明確になっていない状況でして、例えば水戸市さんを例に挙げま

すと、県内で賄えない避難者を栃木県や群馬県という方向性はあっても、相手の、実際ど

この市町村に避難するかというのがまだ決まっていない状況になっておりまして、それを

現在県がさらに調整を進めているというところで聞いております。 

以上です。 

古川委員 何か、そんな計画でいいのかなという気がしますけれどもね。県のほうもね。 

東海村でその説明会をやったときに配った、これは説明会をやるんですから、当然配り

ますよね。でも全戸配布していないわけでしょう。 

ということは、やはり問題が、いろんなことが指摘されて、配れなくなっちゃったんじ

ゃないですか。 

その後いろんな、やっぱり検討が必要だということで、今まだ配付していないんじゃな

いのかなという気がするんですけれども。 

那珂市は説明会をやったらもう配るんですよね。どういう意見が出てもね。 
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いいですよ、答弁は結構です。 

あくまでもちょっと、そういう意味で疑問だということで、意見として。 

防災課長補佐 東海村の場合には、若干私ども那珂市とは状況が違う中で、広域避難計画その

ものの骨子も踏まえた中での意見交換会をしている中で、マップですか、それも踏まえた

中で説明していますので、私どものほうは、あくまでも行く先の決まったマップとしての

考えで、広域避難計画そのものについては今後決定していくものなので、その辺の差とい

うのは東海村とうちではちょっとあると思います。 

委員長 ほかございますか。 

助川委員 私も古川委員がおっしゃられますように、これ、説明会を来月の18日から２、４、

６回、一応全地区予定されておるようですけれども、こういった、先ほども出ましたけれ

ども、課題を残したまま説明をされるということで、不安の助長になるんじゃないかとい

うような感じもするんですけれども。 

これ、一番上のバス等の確保なんかにしても、あるいは運転手さんの確保なんかにして

も、できなかったらば、これ根底から崩れちゃうでしょう、この計画が。 

そういうことを多分、原則、基本的には自家用車で避難をいただくんですよというよう

なことから説明に入るのかもしれないんですけれども、これから、大分高まってきていま

すから、そのバスの利用者が。あるいは地理にうとい方々、そしてまた体が不自由な方々

等々含めると、バスの利用をされる方はかなりあるんじゃないかと思うんだけれども。 

そしてまた、原子力のこういった事故に関しては、原子力独自の過酷事故が起きてしま

うことは想定したくないんですけれども、原子力の場合は、多分複合的な災害になるだろ

うというふうに想定されますので、風向き等によっては向こうの筑西市さんとか桜川市さ

んのほうに風向き、あるいは雨等によって、どっと放射能等が落とされたり何かすると、

そちらに行けなくなってしまうよというようなことも想定されるでしょうし、あと、道中

の大規模地震等になった場合には、橋梁とか道路等々の崩壊とかそんなの、あるいはまた

地震等によらないでも大雨とか、そういうものに関しても道路等の通行不可能になってし

まったというような形になれば、やはり根底から見直さざるを得ないと、そういう混乱の

中で、というようなことも想定されるんですけれども、これはそういったものを想定しな

いで、原子力の事故で放射能が拡散したというようなことだけを想定して、この那珂市は

ここに行くんですよというだけの説明にならざるを得ないと思うんですよね、多分説明会

では。 

だから、ただ、説明会で質問も当然受けるでしょうから、さまざまな細部の質問が出る

と思うんですよ、私ら以上に。 

だから、その辺のところをお答えできなくて、不安を助長してしまって、本当にこうい

うことが現実的に可能なのかということでもって、市民の皆さんから信頼いただけないよ

うな感じも持つんだけれども。 
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ただ、今回の説明に関しては向こうが大丈夫ですよ、道中も大丈夫ですよということだ

けを想定した上でこういう計画をしたんだということの報告になれば、それで理解いただ

けることになると思うんだけれども、それにしても今問題提起させていただいたような部

分は相当質問が出るんじゃないかと思うんですけれども、その辺ところはどういうふうに

お考えですか。 

原子力Ｇ長 はい、ありがとうございます。 

まず、今度の住民説明会におきまして、避難ガイドマップのご説明をさせていただきま

す。 

先ほど申し上げましたように、避難所につきましては位置づけをさせていただいたもの

をお知らせすると。 

ガイドマップには地図だけではございませんで、表面には原子力災害が万が一起きた場

合の基本的な行動等についても記載をさせていただいておりまして、そういった面からも、

住民の方はなかなか原子力に関して知識的なもの、また、災害に対応したときどういった

ことをするのかというのも全くわからないという状況も数多くあるかと思いますので、そ

ういった部分を少しでも払拭できるような意味合いでの基本的な行動を記載したものも、

マップに含まれてございます。 

また、先ほど助川委員のほうからもご指摘ございましたように、風向き等、または自然

災害、地震等、そういったものに応じて避難ルートを全く想定しないままこの２ルート、

また避難先も桜川、筑西というところで、現時点では想定のほうをさせてはいただいてご

ざいますが、やはりまず一つ風向きをとっても、自然災害ではなく、風向きというのは日々、

時間毎に変わってくるものでございます。 

やはりこの風向きにも注意が必要であろうかと考えてございますので、こちらにつきま

しては、まず避難先というよりはその避難ルートに風が向いている状況、こういったもの

が、先ほどの説明させていただきましたモニタリングポスト等の数値の状況によっては別

なルートを、多少遠回りになってもそこを避けて、回避しながら避難するルート等は当然

考えていかなければならないというふうに考えてございます。 

また、自然災害を、いろいろなものを想定してしまいますと、やはりどうしても計画策

定に向けて当然考えなくてはならない課題、たくさんございますが、考えとして甘いとい

うご指摘も重々、これは承知しているところでございますが、まず基本、ベースとして、

原子力の災害が起きたときの避難計画をつくっていき、また、そこに当然ながら付随して

くるであろう自然災害のほうも一つ一つ考慮したもので中身の濃い計画というものを策定

していきたいなというふうに考えてございます。 

以上でございます。 

助川委員 先ほども申し上げましたけれども、調整中、調査中、協議中とかっていう、これだ

けの項目が出ているんですから、これを一つ一つ解決されたときには、また説明会等々を
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やっていただくようなことになるんでしょう、当然。 

これは不安から安心に変えていただくために。 

当然、いろいろ情報がしっかりと決定された部分に関しては再度説明をしていただいて、

わかっていただけるような形になるでしょうから。 

この回数というのは相当、何回もやらなくちゃならないでしょう。 

どうですか。 

原子力Ｇ長 当然に、今回、先ほどのご質問にもありましたように、７月の住民説明会では、

当然市民の皆様から数多くの質問やご指摘、厳しい意見等も多々あるかと思います。 

そういった中で、今回、基本的なものをご説明させていただきますが、今後、やはりご

指摘いただいたようにこういった課題が少なくとも挙げただけでもこれだけございます。 

また、今後進める上で、いろんな、また別の角度から見たときに、やはり課題という形

でふえてくる可能性も十分ございます。 

こういったものを当然一つ一つ解決していかなくてはならないんですが、課題に対して

解決なり、解決方法なり、そういったものが少しでも出てくる場合には、まずこの委員会

の場をお借りしまして、委員の皆様にご説明をした上で、最終的には課題を全てクリアで

きるような段階で、また改めて住民には、今回の住民説明会とは別に、広域避難計画の案

がこんなものができましたという形で、住民説明会は当然開催する必要はあるかと考えて

ございます。 

時期についてはいつごろになるかというのは、ちょっと明言はできませんけれども、や

はり住民説明会は丁寧に説明していく必要があるかというふうに考えております。 

以上です。 

委員長 はい、ちょっといいですか。 

私、ちょっとごめんなさい、確認したいんですけれども。 

今の話、今言っていた原子力災害に備えた避難計画の、この計画と、それからマップあ

りますよね。ちょっとごちゃまぜになっているんだけれども、この説明会ではどのような。 

マップだけにするんですか、それとも。 

原子力Ｇ長 はい、すいません。 

この後のところでちょっと触れようかと思っていたんですが、ご質問いただきましたの

で。 

住民説明会につきましては、今、委員の皆様にご提示させていただきました広域避難計

画の骨子案、こちらについてはご説明のほう、細かいもの、そういったものはする予定は

ございません。 

あくまでも、当然、計画の骨子案の中に基本的な原子力の災害に対する住民の行動とか、

基本的なものについてを、ポイントを絞りまして、そこをまず住民の方にご説明をさせて

いただいた上で、マップのほうの避難所もこういった形でなっています、というようなご
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説明をする予定でございます。 

委員長 そうすると簡単な説明ということなりますか。 

マップについて。 

はい、わかりました。 

助川委員 どうしても説明会をやるんだという、計画で来られているでしょうから、その場合

には、わからないところは当然これから協議中とか、調整中とか、調査中とか、しっかり

とお答えいただいて、確定次第皆さん方にお知らせします、というようなことで、安心を

持っていただくような説明の仕方をしっかりとやっていただきたいと思います。 

委員長 ほかございますか。 

     （なし） 

委員長 じゃ、ちょっといいですか。 

先ほど言っていましたほかの自治体はまだこの避難先が決まっていないと。 

何で那珂市が、古川委員の後、ちょっと質問したいんですけれども、何で先行している

のかなっていう、それをちょっと。 

防災課長補佐 今の、先行というか、県のほうで示された後、那珂市のほうで市長ともども働

きかけた結果、筑西と桜川については、速やかに、快く引き受けてくれたというような現

状がありまして、他市町村より、あと、県外というのがありませんでしたので、スムーズ

に行ったというような形になっております。 

委員長 確認すると、市長が働きかけをほかの市町村よりも熱心にあれしたから、県のほうで

優先的にというわけじゃないの。 

さっき何か。 

原子力Ｇ長 すいません。 

もともとの位置づけは、茨城県のほうが各自治体、いわゆる避難が必要となる14自治体

の人口、これをまず受け入れ側の自治体に宛てがいまして、当然、那珂市の約５万5,000

人を１市で受け入れられるものであれば１市でおさまったと思うんですが、なかなかやは

り避難所の数の問題、スペースの問題ございますので、そういった中でその細かな選定の

方法については私も承知しているところではないので申しわけございませんが、那珂市の

場合には、筑西市、桜川市から上がってきた避難所の数及びその避難所の収容人数ですか、

こちらが那珂市の人口とおおむね合致したというところで指定されたというふうに聞いて

おります。 

当然、水戸市とか日立市、ひたちなか市など、人口の多いところについては、やはりキ

ャパの問題で、県内だけの自治体、数カ所ではとても足りないということで、県内だけで

はなくて県外に今調整をしているということで。 

市長のほうが働きかけというところにつきましては、平成26年８月に、橋本知事のほう

から県内の自治体が避難するという中で、那珂市は筑西、桜川ですというようなことが表
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に出されたわけですが、それをもって海野市長のほうから桜川の市長及び筑西の市長に、

速やかにご連絡のほうをとっていただいて、まず事務方よりも首長という立場で連絡をと

っていただいたというのが、その後我々担当レベルで動くのには非常にやりやすかったと

いうところが、正直ございました。 

以上です。 

委員長 わかりました。 

ほか、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。 

何かありますか。 

原子力Ｇ長 はい、すいません。 

本日の議題の中で、先ほどご質問の中に、常任委員会資料の７ページの２番、その他の

部分で、一応７月に住民説明会を実施するということで、計５カ所で、計６回の開催を予

定してございます。 

こちらについて、ちょっと簡単にご説明のほうさせていただきます。 

申し訳ございません。 

まず、５カ所の会場で計６回、中央公民館が２回開催ということになります。 

５回につきましては、平日の午後６時半からを予定してございまして、そのほかに中央

公民館で土曜日午前10時からということで予定してございます。 

また、一番右に主な対象地区ということで記載をさせていただいてはおるんですが、一

番下に米印で書かせていただきましたように、説明内容についてはどこの会場も同じもの

を説明したいというふうに考えてございますので、あくまでも対象地区は目安ということ

で、全く自分の対象地区ではないところにご参加いただいても、何ら問題ないような形で、

市民に対しての対応はしたいというふうに考えてございます。 

すいません、つけ加えます。 

以上です。 

委員長 では暫時休憩いたします。 

執行部はここで退席願います。 

お疲れさまでした。 

     休憩（午前10時50分） 

     再開（午前10時51分） 

委員長 再開いたします。 

議題にはありませんが、議会報告会に関連して１点ご連絡がございます。 

前回の議会報告会でも行いましたとおり、議会報告会で参加者からいただいたご意見な

どのうち、改めて詳しい回答、対応が必要なものについては、定例会閉会中に再度検討を
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行うことになろうと思います。 

議会報告会での意見の内容は追って提示することになっておりますが、正副委員長で検

討内容の整理を行い、詳しい検討が必要な場合には改めて委員会の開催を通知いたします

ので、よろしくお願いいたします。 

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52分） 

 

   平成29年８月29日 

    那珂市議会 原子力安全対策常任委員会委員長  笹島  猛    


