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那珂市議会全員協議会記録 

開催日時 平成29年６月28日（水）午前10時 

開催場所 那珂市議会全員協議会室 

出席委員 議 長 中﨑 政長   副議長 遠藤  実 

議  員 大和田和男   議 員 冨山  豪 

 〃  花島  進    〃  筒井かよ子 

 〃  寺門  厚    〃  小宅 清史 

 〃  綿引 孝光    〃  木野 広宣 

 〃  古川 洋一     〃  萩谷 俊行 

〃  勝村 晃夫    〃  笹島  猛 

〃  助川 則夫    〃  君嶋 寿男 

〃  福田耕四郎     

欠席委員 議 員 なし 

職務のため出席した者の職氏名 

     事務局長 寺山 修一  次 長 清水  貴 

     次長補佐 横山 明子  書 記 小田部信人 

会議事件説明ため出席者の職氏名（総括補佐以上及び発言者） 

市 長 海野  徹   教育長 大縄 久雄 

副市長 宮本 俊美 

総務部長 川崎  薫   

財政課長 茅根 政雄  財政課長補佐 会沢  実 

上下水道部長 石井  亨 

下水道課長 中庭 康史 下水道課長補佐 澤畠 克彦 

会議に付した事件と結果概要 

     （１）議会運営委員会委員長報告 

        ・議案の追加について 

・平成29年第３回定例会会期日程（案）について 

・議会報告会の結果について 

結果概要：報告について了承 

    （２）追加議案について 

       ・建設工事請負契約の締結について（案） 

結果概要：報告あり 

     （３）委員長報告 

        ・総務生活常任委員会 
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        ・産業建設常任委員会 

        ・教育厚生常任委員会 

        ・原子力安全対策常任委員会 

        ・災害対応調査特別委員会 

        ・議会広報編集委員会 

結果概要：報告について了承 

（４）その他 

   ・本会議での発言の取り扱いについて 

   結果概要：古川議員より了承を得、執行部には議長より申し入れを行うこ 

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（午前 10 時 00 分） 

事務局長 ただいまから全員協議会を開会いたします。 

   初めに、議長よりご挨拶をお願いいたします。 

議長 おはようございます。 

   明日が今定例会の最終日であります。それに先立ちましての全員協議会でございます。

執行部からも追加の議案が提出されております。慎重なるご審議をお願いし、ご挨拶と

いたします。ご苦労さまでございます。 

事務局長 それでは、この後の進行は議長にお願いいたします。 

議長 ご連絡をいたします。 

   会議は公開しており、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、ご配慮をお願いいたします。 

   ただいまの出席議員は 17 名であります。欠席議員はおりません。定足数に達しており

ますので、これより全員協議会を開会いたします。 

   会議事件説明のため、市長、副市長、教育長、外関係職員の出席を求めております。 

   職務のため議会事務局より事務局職員が出席しております。 

   議事に先立ちまして、市長が出席しておりますので、挨拶をお願いします。 

市長 おはようございます。 

   先ほど議長からお話しいただきましたけれど、今議会も明日が最終日となりました。連

日慎重なるご審議をいただきまして、本当にありがとうございます。 

   本日の全員協議会におきましては、追加案件として提出いたしました議案１件につきま

してご説明をさせていただきます。 

   慎重なるご協議をお願い申しあげまして、簡単ですが、ご挨拶の言葉とさせていただき
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ます。よろしくお願いいたします。 

議長 ありがとうございました。 

   それでは、これより議事に入ります。 

   議会運営委員会委員長報告、君嶋委員長より報告をお願いします。 

君嶋議員 おはようございます。 

   議会運営委員会の開催及び経過につきましてご報告いたします。 

   先ほど議会運営委員会を開催いたしました。 

   会議事件は、議案の追加について、平成 29 年第３回定例会について、議会報告会の結

果についての３件であります。執行部からの議案１件が追加提出されました。あす最終

日の定例会本会議において日程に追加し、委員会付託を省略し採決を行うことに決定い

たしました。この後、執行部より追加議案の説明がございます。 

   平成 29 年第３回定例会の会期日程（案）は、別紙のとおり決定いたしました。内容は

後ほど事務局から説明をさせます。 

   また、本日お手元に５月に開催した議会報告会の市民からのご意見についての記録者の

記録をもとに所管の委員会ごとにまとめましたので、お配りしてあります。内容につい

てご確認をいただき、必要がある場合には各委員会において対応をいただきますようお

願いいたします。 

   ただ１点、総務生活常任委員会の空き家問題についての中で、菅谷地区旧歯科医院の件

については、総務生活常任委員会の中で協議をしないで全協の中で協議するという意見

に決定をいたしましたので、報告をさせていただきます。 

   あわせて、議会報告会のアンケート結果についてもお配りしておりますので、ご確認を

お願いいたします。 

   以上、報告いたします。よろしくお願いいたします。 

議長 報告が終わりました。 

   続いて、事務局より補足説明がございます。 

   事務局、お願いします。 

次長補佐 それでは、お配りいたしました平成 29 年第３回那珂市議会定例会会期日程（案）

をごらんください。 

   第３回の定例会でございますが、９月５日から 22 日まで 18 日間の会期日程を予定し

ております。 

   まず１日目、９月５日が開会から議案の上程、説明まで。 

   ９月６日が休会、７日が本会議で一般質問、８日も一般質問、議案質疑、委員会付託で

ございます。 

   ９月９日から 11 日までが休会。 

12 日から 15 日までが４日間、常任委員会でございます。 



－4－ 

   ９月 16 日から 20 日までが休会。 

21 日が議会運営委員会、全員協議会でございます。 

   22 日が最終日、本会議で委員長報告、質疑、討論、採決で閉会でございます。 

   その下でございますが、８月 25 日金曜日、こちらが一般質問の通告締め切り、29 日火

曜日が議会運営委員会、全員協議会、議案説明会の予定となっております。 

   それから、お配りいたしました資料で議会報告会の意見交換概要、それからアンケート

結果についてまとめたものをお配りしております。意見交換概要につきましては、先ほ

ど議運の委員長報告のとおり、１点だけ変更がございますが、そのほかについては担当

所管の委員会に項目ごとに振り分けております。 

   それから、アンケート結果でございますが、当日記入していただいたアンケートをまと

めたものでございます。最後のページについているものが自由記述欄ということで書い

ていただいたものを表現をそのまま記載しておりますので、ご確認をお願いいたします。 

   それから、正式な議会報告会の記録につきましては、ただいま広報編集委員会で作成中

でございます。でき次第、ホームページなどで公開の予定でございますので、よろしく

お願いいたします。 

   以上です。 

議長 事務局からの補足説明、委員長からの報告が終わりました。 

   ただいまの報告について何かご意見、ご質疑ございますか。 

     （なし） 

議長 ないようですので、この件につきましては、委員長報告のとおり決定いたします。よろ

しくお願いをいたします。 

   次に、追加議案についてを議題とします。 

   建設工事請負契約の締結について（案）、執行部より説明を求めます。 

財政課長 財政課長の茅根です。外関係職員が出席しております。どうぞよろしくお願いしま

す。 

   それでは、全員協議会資料１ページをお願いいたします。 

   建設工事請負契約の締結について（案）をご説明いたします。 

   提案理由ですが、下記のとおり建設工事請負契約を締結するため、地方自治法第 96 条

第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２

条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

   １、契約の目的、酒出地区農業集落排水処理施設下部工事。 

   ２、契約方法、一般競争入札でございます。 

   ３、契約金額、１億 9,818 万円です。 

   ４、契約の相手方、鶴田・浅川特定建設工事共同企業体、共同企業体代表者、茨城県那

珂市菅谷 4458－73、株式会社鶴田組。 
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   次のページをお願いいたします。 

   説明資料でございます。 

   １、工期、契約締結の日の翌日から平成 30 年３月 15 日までです。 

   ３、工事概要、盛土工、地盤改良工、鉄筋コンクリート打設工、防水工、防食工等でご

ざいます。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

議長 この件に関しまして、何か確認したいことございませんか。 

     （なし） 

議長  なければ、以上で終結いたします。 

   暫時休憩いたします。 

   執行部は退席願います。 

     休憩（午前 10 時 10 分） 

     再開（午前 10 時 11 分） 

議長 再開いたします。 

   ここからは、各常任委員会の委員長報告となります。 

   総務生活常任委員会、勝村委員長より報告をお願いします。 

勝村議員 それでは、総務生活常任委員会から報告いたします。 

   本米崎小学校跡地の利活用についてでございます。 

   今回の報告は、旧本米崎小学校の利活用について、公募型プロポーザル方式による公募

を行った結果について報告がありました。 

   内容については、２事業者からの応募があり、１件目は、非特定営利活動法人虹のポケ

ットによる放課後児童健全育成事業、病後児保育事業でございます。２件目は、有限会

社ポプラによる自動車解体、リサイクルパーツの製造販売などとのことでした。 

   今後、提案内容についてのプレゼンテーションを実施し、事業者の選定等を行っていき

たいとのことでした。 

   質疑といたしまして、委員からは、今回のプロポーザルの目的は何かという質疑があり、

執行部からは、廃校となった本米崎小学校の利活用が目的であるが、何でもよいわけで

はなく、地域の活性化に結びつくものを重要視し募集を行った旨の答弁がありました。 

   委員会の意見としては、地域貢献ができる事業所というところが一番の課題であり、地

元の了承を得られることが重要である。その点を十分留意し慎重な判断をしていただく

よう伝えました。 

   以上でございます。 

議長 勝村委員長の報告が終わりました。 

   ただいまの委員長の報告について何か確認したいことはありませんか。 

     （なし） 
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議長 ないようですので、総務生活常任委員会の報告については終わりといたします。 

   続いて、産業建設常任委員会、寺門委員長より報告を願います。 

寺門議員 それでは、６月 21 日、産業建設常任委員会を開催しましたので、そのご報告をい

たします。 

   第２回定例会期中の執行部からの報告案件につきましてご報告いたします。 

   都市計画課から１件の報告を受けております。 

   上菅谷駅前地区土地区画整理事業の換地処分についてということでございます。 

   本件は、議案第 50 号に関連するものでございます。上菅谷駅前地区土地区画整理事業

の本体工事が平成 28 年度に完了したため、今後の換地処分や本換地に向けた事業予定に

ついて報告を受けました。 

   事業面積は 5.9 ヘクタール、事業期間は平成 14 年度から平成 30 年度、総事業費は 28

億 3,000 万円となっております。 

   換地処分のスケジュールとしましては、６月末から７月にかけて換地計画案を供覧、そ

の後、土地評価委員会及び土地区画整理審議会に諮り、２週間の縦覧期間を経て県知事

に認可申請となります。その認可が９月下旬ごろおりる予定となっておりますので、換

地後に換地処分通知書を発送します。 

   換地処分の公告は 12 月１日となる予定です。その後、登記の手続等を行い、平成 30

年２月に清算金額決定通知書を発送、３月に清算金徴収・交付となります。 

   スケジュールの詳細と事業対象となる土地の位置図は、常任委員会資料をご参照いただ

きたいと思います。 

   以上、報告いたします。 

議長 寺門委員長の報告が終わりました。 

   ただいまの委員長報告について何か確認したいことはございませんか。 

     （なし） 

議長 ないようですので、産業建設常任委員会の報告については、終わりといたします。 

   続いて、教育厚生常任委員会、古川委員長より報告をお願いします。 

古川議員 ６月 22 日に開催いたしました教育厚生常任委員会において、執行部から説明のあ

りました案件についてご報告をいたします。 

   学校教育課から、学校給食における牛乳配送の一時停止についての経過報告がございま

した。 

   ６月５日にいばらく乳業が提供した学校給食用牛乳において異臭等が発生した件につい

て、21 日に茨城県等による説明会が開催されました。その中で、検査機関による検体の

検査及び立入調査を行った結果について説明があり、食品衛生法上の問題及び製造上の

問題はなかったとのことであります。 

   異臭の原因といたしましては、通常複数の原料乳をまぜ合せて製造しているが、この日
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の牛乳は単一の供給もとからの生乳でつくられていたため、風味に差異が生じたことが

考えられるとのことであります。 

   再発防止策としては、複数の原料乳を適切にまぜ合せて平準化を図ることや製造工程に

おける風味検査を徹底するという報告があったとのことであります。 

   また、今後の対応として、茨城県と関係機関の連名で保護者宛ての文書を作成し、学校

を通して配布した上で、いばらく乳業による提供再開時期を検討するとのことでした。 

   委員からは、現在ほかの業者から提供されている牛乳を今後いばらく乳業のものに戻す

のかという質問があり、執行部から、いばらく乳業が提供していた 11 万本について、現

在ほかの複数の業者がフル回転で製造しているが、それが限界に来ていることや、いば

らく乳業の同じラインで生産している給食用以外の市販品に異常が出ていないことから、

近いうちに提供を再開する方向で検討が行われているとの回答がありました。 

   また、資料の中で、五台小学校において異味・異臭を感じた人数や体調不良を訴えた人

数が非常に多いことについて委員から質問があり、執行部から、資料の数字は実際に牛

乳が提供された翌々日の７日に大宮保健所が調査を行った際に再度聞き取り調査をした

人数となっているが、当日、児童は皆牛乳を飲み切っており、その時点では特に体調不

良の訴えはなかったとの回答がございました。 

   委員からは、今回の件の経過について、十分に保護者の理解を得るように努め、これを

機に子供たちの牛乳離れが進まないよう丁寧に対応してほしいという意見がございまし

た。 

   以上が当日の委員会での報告なんですが、つい先ほど教育委員会からご報告がありまし

て、６月 30 日、今週の金曜日からいばらく乳業による供給を再開するというような文書

が県からあったということで、本日付で学校及び保護者に対して、供給を再開するとい

った旨の文書を配布するということでございますので。ただ、委員会としては、文書を

配布してきちんと保護者の理解を得た上で再開を検討してくださいよという委員会の意

見でございますから、この本日の教育委員会からの、本日保護者に通知し、もう 30 日に

再開が決定しているということに対して、委員会として、はい、わかりましたとはちょ

っと言いがたい部分がありますけれども、そのような報告が教育委員会からあったとい

うことだけ、追加でご報告をさせていただきたいと思います。 

   以上でございます。よろしくお願いします。 

議長 古川委員長の報告が終わりました。 

   ただいまの委員長報告について何か確認したいことはありませんか。 

花島議員 ここに教育厚生常任委員会資料として出されている資料がございます。この中で、

当該の牛乳を検査した結果について書いてありまして、３ですか、調査内容と結果につ

いてのところで、大腸菌群、一般細菌、酸度等についてと書いてありまして、それは成

分規格の基準内というふうに書いてあります。このほかに、酸度というふうなものは何
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かというのと、等というところで、いったい何を検査したのか、それは報告されました

でしょうか。あったらお聞きしたいと思います。 

   私は、今回の件で危惧するのは、細菌とかじゃなくて、何か容器の洗浄の残りとかがま

ざったことを気にして、じゃないかという可能性もチェックするべきだと思っていまし

て、この項目の検査だけでは納得できないということです。 

   以上です。 

古川議員 回収した検体により、感能、つまり味覚検査、それから成分規格検査、これは理化

学・微生物学検査、それから食中毒菌等の検査等の検査により、その成分の検査をした

ということでございますが、例えば酸度等の等とはどういうことかというような具体的

な説明はなかったと思いますし、委員からの質問もなかったというように記憶しており

ます。 

議長 ほか、何かありませんか。 

助川議員 今回の事象に関しましては、保健所のエリアが５保健所が関係しておられると思う

んですが、この届け出等に関しましての各自治体からの保健所等への報告等の温度差等

に関しましてというか、見解等はどのように捉えておられるのか、その辺までお聞きさ

れておられるかどうかお伺いします。 

古川議員 すみません、ちょっと今のご質問で、私まだよく理解できていない部分があるんで

すが、管轄の保健所がたくさんかかわっていると、管轄がですね。によって、それぞれ

の保健所の見解といいますか、それの温度差があったのかなかったのかというご質問で

すか。 

     （マイクを通さない発言あり） 

古川議員 届け出、ごめんなさい、そのようなご説明並びにこちらからの質問はございません

でした。申しわけございません。 

助川議員 日立市、ひたちなか市、常陸大宮、水戸、土浦と５保健所が所管のエリアになって

いると思うんですけれども、関係しました自治体においては、当然、今回大事には至ら

ない形ではありましたけれども、しかし、体調不良を訴えられた形のようでありますん

で、その辺のところの保健所の見解等もできればお伺いしたかったなということと、そ

れから、こういう事象が起きたときにいち早く食品衛生に関しまして、所管の保健所さ

んへ通達、あるいは事業者に対しての検査等に関しましても、専門の部署でありますん

で、そう言ったところと連携をしながら、行政も子供さんたちの安全を確保するべきだ

ろうと思うんですが、その辺のところは、市での対応は今回どういうふうに、那珂市の

場合はどういうふうにされたのかも聞いておられないですか。 

議長 古川委員長。 

   助川議員、再度。 

助川議員 自治体によっては、危機意識が足らないというようなところも保健所さんからのお
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話等も伺っておりますんで、その辺のやりとりの話を聞きますと、那珂市がその辺の対

応がどうだったのかということが心配でありますんで、その対応をどういうふうな形で

されたのかを伺ったんですけれども。 

議長 暫時休憩いたします。 

     休憩（午前 10 時 25 分） 

     再開（午前 10 時 27 分） 

議長 再開をいたします。 

古川議員 先ほどの助川議員のご質問については、今回はいくつもの市町村にまたがって起き

た事象ですけれども、那珂市で起きたことに関して、即管轄である大宮保健所に那珂市

でこんなことが起きたよというような対応をきちんととったのかと、いわゆる危機管理

の部分ですね。いう部分はあったのかというようなご質問ということでございますけれ

ども、那珂市で所管である、担当である大宮保健所に対して、そういう問い合せなり報

告がきちんとされたかどうかという確認はしていません。 

助川議員 事象が同じ事象でありますんで、外の自治体におくれをとるような形じゃなくて、

危機意識、危機管理をしっかりと、専門の機関でありますから、保健所さん等との、ほ

かの自治体とも連携をとって、もちろんどこまでどういう形でされているかというよう

なことも執行部としては考えて対応していただきたいということを私自身としては申し

あげたいと思います。 

   以上です。 

議長 ほかにございませんか。 

     （なし） 

議長 今、委員長の最後の報告にありましたように、この牛乳は今月 30 日から再開されると

いうことでございます。その前に、本日、校長会の承認をいただいて、保護者に対して、

こういった旨で再開をいたしますという連絡をしますということでございます。また、

委員長からありましたように、保護者の同意が得られるかという質問に対しても、市と

しては極力期待に応えたいという、そういうふうな質問があった場合には善処しますと

いう答弁だったと思いますので、ご了承をいただきたいと思います。 

   ないようですので、教育厚生常任委員会の報告については終わりといたします。 

   続いて、原子力安全対策常任委員会、笹島委員長より報告をお願いします。 

笹島議員 ５月 19 日及び６月 23 日の原子力安全対策常任委員会の開催及び経過についてご

報告いたします。 

   まず、原子力事業所の年間主要事業計画についてでございますが、今回は那珂核融合研

究所、三菱マテリアル株式会社、三菱原子燃料株式会社、日本原子力発電株式会社の４

社から報告を受けております。 

   まず、那珂核融合研究所ですが、本年度は、昨年度から始まったＪＴ－60ＳＡのトロ
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イダル磁場コイルの取りつけ作業を引き続き進めていく予定とのことです。 

   なお、本年度予算が昨年の約３分の２の 195 億 4,000 万円となっておりますが、これ

はＪＴ－60ＳＡが完成に近づいてきたことによるもので、事業はおおむね計画どおりに

進められているとのことでした。完成は平成 31 年度の予定です。 

   三菱マテリアル株式会社の事業については、特に大きな動きはないということで、引き

続き施設の安全管理を徹底しつつ研究開発を進めていくとのことです。 

   三菱原子燃料株式会社については、本年３月から核燃料の加工・製造業務を再開してお

り、本年度の計画では 208 体の燃料集合体を製造するとのことでした。また、平成 25 年

に原子力施設の規制基準が新しくなったことに伴い、平成 26 年に原子力規制委員会に事

業変更許可等の申請を出していましたが、本年２月におおむね審査が終了したとのこと

です。 

   事業所内では、これまでに発生した廃棄物を保管しておりますが、これについて放射性

物質の測定室を設けた専用の廃棄物管理棟を建設する計画を進めており、本年度は各種

許認可を受け次第、工事に取りかかる予定とのことです。 

   日本原子力発電株式会社では、基本的に昨年度の事業を継続します。東海発電所は廃止

措置のため、熱交換機器の解体工事を進めていくとのことです。第二発電所は、新規制

基準に基づく設置変更許可申請がまだ途中であるため、必要な手続を行っていくとのこ

とです。また、施設の経年変化に対する安全性を確認しなくてはならないため、運転期

間延長許可の申請についても必要な評価を進めていくとのことでした。 

   今後も引き続き施設の安全管理を徹底し、審査の状況等について周辺自治体や地域の住

民への説明をしていくとのことです。 

   気体廃棄物の放出状況についてですが、いずれの事業所も放出管理目標値は下回ってお

り、適正に管理されているとのことでした。 

   次に、原子力災害に備えた那珂市広域避難計画（骨子案）についてですが、今定例会期

間中に広域避難計画について説明がありました。そこで、この件について報告いたしま

す。 

   以前の委員会にて、現在策定中の広域避難計画が抱えている課題を洗い出し、その解決

策や対応状況をまとめることを要望しておりましたので、今回は計画の概要に加えて、

主にその課題等について説明をいただいております。 

   主な課題として、自家用車で避難できない方への対応については、広域避難が必要な

14 自治体で必要台数を把握するため、県と自治体が調整を行っております。また、県と

バス協会にて、車両と運転手の確保についての協議が行われております。 

   避難行動要支援者への対応については、警察、消防、社会福祉協議会等の関係機関と協

議を行うとしており、救急車等が必要な方の把握については、県が統一した条件をもと

に各自治体で調査中とのことです。 
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   安定ヨウ素剤については、市役所本庁舎と総合福祉センターひだまりの２カ所で備蓄し

ておりますが、原子力災害時に速やかに配布するため、今後備蓄場所の増設も含めて検

討するとのことです。 

   児童生徒への対応としては、学校長会にて避難ガイドマップの説明をしたとのことです。

また、県教育委員会が学校における原子力防災マニュアルの見直しを行うことになって

いるとのことです。これについては、私立の学校等に対する対応についてもよく検討す

るよう、委員から要望がありました。 

   避難所運営については、桜川・筑西両市からできるだけ早く運営を引き継げるよう調整

していくとのことで、その後、行政機能の移転についても、提供を受けられる施設や住

基情報等のシステム構築に関して、桜川・筑西両市及びシステム事業者との調整が必要

とのことでした。 

   最後に、最も重要な課題である複合災害への対応ですが、代替ルート、代替避難所につ

いて、県や関係自治体との協議が必要であるとのことです。これまでの報告のとおり、

まずは単独災害を対象として策定していきますが、今後も新たな課題がふえることが予

想されるため、一つ一つ検討し対策を進めていくということでした。 

   なお、前回報告しました避難ガイドマップの配布に関連して、事前に市内５カ所、計６

回にわたって住民説明会を開催するとのことです。開催日程等はお手元の資料のとおり

でございます。 

   説明について、委員からは、住民の不安を助長するようなことがないようしっかりと説

明するよう求める意見がありました。 

   以上、報告いたしました。 

議長 笹島委員長の報告が終わりました。 

   ただいまの委員長報告について何かご質問ありませんか。 

花島議員 私のもとの職場の法人が今月の初めに被曝事故がありましたが、それについてなん

らかの報告とか議論がございましたでしょうか。 

笹島議員 大洗の、ありません。それは以前のあれだから、今言っていた報告会ですよ、今言

っていた各事業者への報告の話をしていたんですよね。大洗の施設については最近です

よね。ですから、そのタイムラグで、前の話なんですよ、事業所等の説明は。 

花島議員 事業所の事業計画についてのことじゃなくて、とにかく事故が起きたので、我々隣

接の、隣ですか、それに関して何か報告があったり、あるいは原子力委員会の委員の

方々で議論があったかどうかをお伺いしたかったんです。 

笹島議員 なかったです。 

      （「その後だから……」と呼ぶ声あり） 

花島議員 ちょっと待って、勘違いですか。わかりました。でも、その後に議論していないん

です、要するに開催して…… 
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とにかく実際にああいう事故が起きて、大したことないよというならともかく、実際

にこの当初に予定した日程以外の委員会の開催をしてでも議論しても、するということ

だってあり得るわけですよね。そういう点で、何もなかったということですね。 

笹島議員 はい。ありません。 

花島議員 わかりました。 

議長 ほかにありませんか。 

寺門議員 ７月に住民説明会という日程があるんですけれども、これは住民に対して、那珂市

広域避難計画（骨子案）、まだ策定中ということで、非常に協議中、調査中、検討とか

いう課題に対してもそういう答えが多いということで書いてありますけれども、同じよ

うに住民説明会を開いても、同じような回答になると思うんですけれども。これは避難

ガイドマップの説明なのか、広域避難計画の説明なのか、その辺ははっきりしているん

ですか、メーンは。 

笹島議員 はっきりしています。避難のマップのみの説明ということで、今言った避難計画の

骨子案の、その説明はまだ骨子ですのでできませんということで、ガイドマップについ

てです。 

寺門議員 というと、当然計画骨子がないと、マップについても、避難先もここに決まりまし

たというだけでは、大変消化不良になるような気がするんですが、その辺は委員の方か

らもう少しなんとかしてほしいとかいう話はなかったんでしょうか。 

笹島議員 ありました。それは私が質問したんですけれども、そうしたら、やっぱり分けて、

要するに広域避難のその計画と今言っていたガイドマップは、骨子案がまだまとまって

いないのに、どちらを要するに報告するんだと言ったら、今言っていたマップを優先的

にやりますと。いろんな話が今度、住民から必ず出ますよね。そういう場合はできる範

囲でお答えしますと言っていました。 

寺門議員 ということはあれですよね、避難計画については、改めてやるということなんです

よ、住民説明会をね。そういうことですか。 

笹島議員 そのとおりです。 

議長 ほかにございませんか。 

花島議員 ヨウ素剤の配布のために備蓄場所の増設について検討という話を報告されています

が、それについてですけれども、要するに場所だけじゃなくて、配布の手段が必要です

よ、実際やるとなると。手段というのは、来る人にどういうふうに渡すのか。基本的に

は医者が渡せるかどうかというのを判断しなければならないというのが原則ですよね。

その辺について市はどう考えているかの説明はございましたでしょうか。 

笹島議員 ヨウ素剤の設置場所のみですね。 

議長 ほかに。 

     （なし） 
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議長 ないようですので、原子力安全対策常任委員会の報告については以上といたします。 

   続いて、災害対応調査特別委員会、萩谷委員長より報告願います。 

萩谷議員 ５月 10 日に開催しました災害対応調査特別委員会の現地視察についてご報告いた

します。 

   原子力災害時の那珂市の避難先である桜川市、筑西市までの避難ルートについて、避難

ガイドマップをもとに実際に試走し、避難所のうち桜川市の岩瀬体育館、大和ふれあい

センターなどの内部を視察してきました。その際に桜川市長との面会の場を設けていた

だき、災害時の対応について意見交換を行いました。また、茨城県の広域防災活動拠点

である筑西市の備蓄倉庫を視察し、保管物資を確認してまいりました。 

   今回は同行した市の危機管理監及び防災課職員から避難ルートの詳細について説明を受

けながら実際に確認することができ、有意義な視察となったと思っております。 

   災害対応については、これからも引き続き調査していく必要があるため、特別委員会を

継続し、研究を行ってまいります。 

   以上、ご報告申しあげます。 

議長 萩谷委員長の報告が終わりました。 

   ただいまの委員長報告について何か確認したいことがありましたらお願いします。 

     （なし） 

議長 ないようですので、災害対応調査特別委員会の報告については以上といたします。 

   続いて、議会広報編集委員会、小宅委員長より報告を願います。 

小宅議員 次号「那珂市議会だより」第 54 号の一般質問の現行締め切りにつきましてご報告

させていただきます。６月６日の全員協議会でもご連絡させていただいておりますが、

再度のご連絡になります。 

   今号は７月 21 日に発行となりますので、スケジュールの都合により、現行の提出期限

を早めております。お手元にスケジュールが載っているかと思いますが、７月３日の正

午を締め切りとさせていただきます。 

   粗原稿は６月 29 日、あす入る予定になっております。 

   原稿をデータで作成したい方には、ワードで作成可能な原稿用紙のデータをご用意いた

しますので、議会事務局までご相談ください。 

   先日、粗原稿の配付に先立ちまして、原稿の作成依頼を送付いたしました。議会だより

発行に支障を来すおそれがありますので、期限厳守で提出いただきますよう、皆様のご

協力をお願いいたします。 

   以上、ご連絡でした。 

議長 委員長報告が終わりました。 

   発行の期日が、最後が決まっているので、一般質問をやった人、原稿を書く人には大変

かと思いますけれども、委員長から協力のほどよろしくということでございますので、
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お願いをいたします。 

   ないようですので、議会広報編集委員会の報告については以上といたします。 

   暫時休憩をいたします。 

   再開を 11 時といたします。 

     休憩（午前 10 時 45 分） 

     再開（午前 11 時 00 分） 

議長 再開をいたします。 

   続きまして、本会議での発言の取り扱いについてですが、協議を始める前に、今回の経

緯について事務局より説明を求めます。 

事務局長 それでは、私からご説明させていただきます。 

   別紙Ａ４判の紙、全員協議会資料ということで出させていただいております。そちらで

説明させていただきます。 

   まず初めに、表題なんですが、ちょっとこちら間違っておりまして、議員の発言の取り

扱いについてというふうに訂正をお願いしたいと思います、議員の発言の取り扱いにつ

いてでございます。大変申しわけございません。訂正をお願いいたします。 

   経過の概要でございます。 

   ６月 15 日の一般質問の発言の取り扱いについてでございますが、本会議を休憩いたし

まして全員協議会及び議会運営委員会を開催いたしまして、協議を行っております。発

言の取り消しといったようなお話も出たわけでございますけれども、結論が出ず、後日、

全員協議会で改めて協議をするといたしたところでございます。本日、ご協議をいただ

くということでございます。 

   ２番目といたしまして、議会の手続でございます。これは発言を取り消す場合の具体的

な手続でございます。 

   発言を取り消しする場合は、会議規則に基づきまして、会期中に議会の許可を得る必要

がございます。こちらは那珂市議会会議規則第 65 条に規定されております。 

   ３番目といたしまして、発言を取り消しした場合でございます。 

   会議録の原本、こちらは２部作成しておりますが、これにつきましては全文を掲載いた

します。２番目といたしまして、取り消し部分につきましては、配布及び閲覧用の会議

録から削除するということでございます。３番目といたしまして、取り消し部分、こち

らにつきましては、現在インターネットで録画配信をさせていただいておりますけれど

も、こちらにつきましては取り消し部分を削除するということでございます。４番目と

いたしまして、発言取り消し部分につきましては、発言者の意思を確認した事実を残す

ため、発言の取り消しの申し出書を提出していただくことになります。発言の取り消し

につきましては、本人が申し出て議会が許可しないとできませんので、その取り消しの

事実を残すために提出をいただくということにしてございます。５番目といたしまして、
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執行部の発言取り消しにつきましては、議員が質問を取り消したい申し出をし、議会が

これを許可した場合、それに伴う答弁も当然取り消されたものとして取り扱うことにな

ります。執行部の発言の取り消しにつきましては、法的な定めがございません。議員が

質問を取り消し、議会がこれを許可した場合、執行部の答弁部分は不要となるため、当

然に取り消しされたものとして取り扱うことになるということでございます。 

   ４番目といたしまして、議会規律の遵守でございます。 

   こちらは私が今さら申しあげることではございませんけれども、議員につきましては、

議会や委員会において常に品位を保持し、責任を持った発言をすることが前提であるこ

とから、軽々に発言の取り消しはできないことが原則ということでございます。 

   めくっていただきまして、参考に地方自治法、それから会議規則、議会基本条例を抜粋

しておりますので、ご参照いただきたいというふうに思います。 

   以上でございます。 

議長 暫時休憩をいたします。 

     休憩（午前 11 時 08 分） 

     再開（午前 11 時 53 分） 

議長 再開でございます。 

   古川議員より了承を得ましたので、以上としたいと思います。 

   ここで私から議員の皆様に申しあげます。 

   議会基本条例にもありますとおり、議員は常に品位を保持し、公正で責任ある言動をす

るようお願いをいたします。 

   執行部につきましても、議長より申し入れを行いたいと思います。 

   以上、全ての議事が終了いたしました。 

   これにて全員協議会を終了いたします。 

     閉会（午前 11 時 55 分） 

 

  平成 29 年 ９月 ５日 

   那珂市議会 議長 中﨑 政長 


