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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９月15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 

     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 小橋 洋司  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）避難ガイドマップの全戸配布に係る住民説明会の実施結果について 

       概要：執行部から報告。 

     （２）気体廃棄物の放出状況について 

       概要：執行部から報告。 

     （３）その他 

       概要：議会報告会の参加者からの意見への対応について確認。 

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、皆さん、Ｊアラートが鳴って、朝７時ですか、大変びっくりしたと思うんで

すけれども。 

防災課の方も、ご苦労さまでございます。 

次はここ那珂市に来ないように、日本が、やはりしっかりした防衛をしていただくとい

うことで。 

まず、開会前にご連絡いたします。 

会議は公開しており、傍聴可能となっております。 

また、会議の映像を庁舎内のテレビに放送いたします。 

会議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。 
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携帯電話をお持ちの方は電源を切っていただくか、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が出席しております。 

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、議長よりご挨拶をお願いいたします。 

議長 おはようございます。 

今、笹島委員長から挨拶がありましたとおり、朝早くから非常に大きな騒ぎになってお

ります。 

本日は原子力安全対策常任委員会ということで、会議事件も三つほどございます。 

慎重なるご審議をお願いしまして、挨拶といたします。 

ご苦労さまでございます。 

委員長 続いて副市長より挨拶をお願いいたします。 

副市長 おはようございます。 

原子力安全対策常任委員会へのご出席、お疲れさまでございます。 

本日は住民説明会の実施の結果の報告、それと気体廃棄物の放出状況についての報告と

いうことで２件でございます。 

よろしく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、避難ガイドマップの全戸配布に係る住民説明会の実施結果についてを議題とい

たします。 

防災課より説明をお願いいたします。 

防災課長 改めまして、おはようございます。 

防災課長の小橋です。ほか２名が出席をしております。 

よろしくお願いいたします。 

座って説明させていただきます。 

また、説明に入ります前に、先ほど委員長のほうからお話がありました、北朝鮮のミサ

イル対応につきましてご報告をさせていただきたいと思います。 

本日の６時57分頃、北朝鮮からミサイルが発射され、北海道上空を通過し、襟裳岬の太

平洋沖東約2,200キロメートルに着水した案件でございます。 

Ｊアラート放送後、市長、副市長、危機管理監及び防災課職員が出勤をしまして、情報

の収集に当たってございます。 
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また、消防による市内巡回等を行いまして、被害はございません。 

また、それにあわせて防災無線、ホームページ、メルマガ、ツイッター、ファックス等

で着水のお知らせをしてございます。 

以上、Ｊアラートの対応についてご報告をさせていただきます。 

それでは、本日は、執行部から避難ガイドマップの全戸配布に係る住民説明会の実施結

果についてと、気体廃棄物放出状況四半期報告について、２点ご説明をさせていただきま

す。 

初めに、会議事件（１）避難ガイドマップの全戸配布に係る住民説明会の実施結果につ

いてですが、お配りしました資料をごらんいただきたいと思います。 

常任委員会資料ということで。 

委員長 暫時休憩します。 

休憩（午前10時04分） 

再開（午前10時06分） 

委員長 では、再開いたします。 

防災課長 それでは、住民説明会の実施につきましては６月の当原子力安全対策常任委員会に

おいて実施する旨をお話させていただきましたが、１の実施状況にございますように、７

月18日火曜日から27日木曜日の期間中、５会場で６回開催をしてございます。 

参加者数につきましては、計６回で338人の市民の方々に参加をいただいております。 

住民説明会での概要は、初めに原子力災害に備えた那珂市広域避難計画策定に係る取り

組みについて、広域避難計画の目的、原子力災害対策重点区域の範囲、事故の発生から広

域避難までの流れ、避難先地域の設定、移動手段、今後の課題について説明をさせていた

だいております。 

次に、原子力災害に備えた避難ガイドマップについて、避難ガイドマップに記載してご

ざいます原子力災害から身を守る、基本的な、市民がとるべき行動について、パワーポイ

ントを用いて説明をいたしました。 

以上が実施状況になります。 

次に、２の説明会の主な質問及び回答についてご説明をいたします。 

資料の表にはカテゴリ、質問・意見、回答等に分けて記載をしてございます。 

期間中75件の質問がございましたが、重複する質問等ございましたので、集約し、24件

にまとめております。 

主な質問・意見について割愛しご報告をさせていただきます。 

まず初めにカテゴリの「計画」でございますが、一番上の、原発事故では広範囲に影響

が出ることが予想されるが、桜川市、筑西市が避難先と設定された根拠は。また、放射性

物質は風の影響を受ける可能性があり、代替の避難所を、県外を含め３カ所は必要と考え

るが、の回答は、原子力災害対策指針に基づき、県が自治体の第一避難先の割り振りを行
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い、現在県が県外の避難先を調整しており、全ての自治体の避難先が確定した後、県を含

め、他県と調整を図り、代替避難先、ルート等を決定してまいります、と回答してござい

ます。 

次に、今回の説明は基本的計画の説明と理解したが、実際の計画策定時期はいつを想定

しているのか、の質問でございますが、今年度中の策定に向け進めておりますが、避難行

動要支援者や複合災害等対応など、まだまだ検討しなければならない課題が多くあるため、

改めてご説明をさせていただきます。 

続きまして、カテゴリ「避難ルート」の質問でございますが、市民が避難する場合、自

動車やバス等による渋滞が発生する可能性があるが。 

対応についてでございます。避難時には警察により交通整理が行われ、また、避難は空

間線量率に応じ避難地区が特定され、段階的な避難をすることで渋滞の緩和につながるも

のと考えておりますが、引き続き、県のシミュレーション結果を参考に検討してまいりま

す、と回答してございます。 

２ページをお開き願います。 

カテゴリ「避難所」では、実家や親戚宅への避難を想定している方も多いと思うが、と

いう質問でございます。 

避難所への避難は強制ではありませんが、指定された避難所以外に避難された市民につ

いては、避難先を市へ連絡していただく必要があることから、今後、連絡体制についても

検討してまいります。 

次に、中段のカテゴリ「一時集合所」では、上宿第一自治会の避難場所は菅谷小、菅谷

西小、ひだまりの３カ所と設定している。市が指定した集合所は菅谷小１カ所となってお

り違いが出ているが、の回答ですが、原子力災害により避難が必要となった場合、バス等

で避難するための一時集合所として位置づけたものであり、避難所としての位置づけでは

ありません。しかしながら、複合災害となることも想定する必要があるため、今後、小学

校以外の一時集合所についても、自治会や各関係機関と協議を行い、誤解や勘違いのない

よう周知していきたいと考えております、と答えてございます。 

次のカテゴリ、「広報」の質問・意見は記載のとおりでございます。 

３ページをお開きください。 

カテゴリ「要支援者」の質問等でございますが、自治会として要支援者の対応をしなけ

ればならないが、市の考え、避難させることにより命を落とすことも考えられるが、とい

うことでございます。 

支援の体制は原子力単独災害と、自然災害から原子力災害へ移行した場合のケースによ

って違いが出て、避難を実施することにより健康リスクが高まる方々については屋内退避

を基本とし、状況によりやむを得ず避難が必要となった場合には、福祉車両等で安全に避

難できるよう、細かな対応を検討していきたいと考えてございます。 
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次に、カテゴリ「安定ヨウ素剤」では、安定ヨウ素剤の配布についての質問が多くござ

いました。 

事前配布を受けていない市民や、事前配布を受けていても紛失等をされた市民に対し、

緊急時に確実に配布できるよう、配布体制を検討してきていきます、と回答してございま

す。 

続きまして４ページをお開き願います。 

カテゴリ「その他」でございますが、市役所自体を避難させる考えがあるのか。放射線

量率により避難となるが、その数値は記載されないのか。避難をしたくない住民を認めて

くれるのか、などといった質問でございます。 

個人の考えを認めてほしいと質問がございましたが、市としては、市内に避難指示が出

た場合、市民の生命を守るために、警察等と連携し、避難していただけるよう説得してい

くことが責務であると考えてございます。 

駆け足でのご説明をさせていただきましたが、説明会での質問・意見等につきましては

以上でございます。 

なお、質問・意見等は、先の当原子力安全対策常任委員会において、委員の皆様から出

された質問等を含めまして、原子力災害に対する風向きや、大地震等で避難ルートが使用

できない想定も当然ございますので、代替ルートや代替避難所の検討等を行っていかなけ

ればならないと考えてございます。 

今回の住民説明会でもさまざまな意見が出されましたが、意見や課題を踏まえまして、

解決策や、解決に至った際には、当原子力安全対策常任委員会でご説明をさせていただき、

また、避難計画案ができた段階では、市民の皆様に丁寧に説明していきたいと考えており

ます。 

住民説明会の実施結果につきましては以上でございます。 

委員長 これより質疑に入ります。質疑ございますか。 

古川委員 住民説明会での実施結果なんですが、ここに質問・意見とあって、それぞれに対す

る回答がございます。 

この質問・意見というのは、市民の方から出た質問・意見というのは、我々がこの委員

会の中で質問したこと、それから、こういうのが課題ですよねというような、お互いの、

執行部の皆さんからもそれは課題ですというようなことがあって、その課題それぞれの、

多くの課題に対して、こうするよとか、こうしたいとかいうものを執行部からいただきた

いというお話をした記憶があるんですが、それってまだいただいていないですよね。 

それのいただくものである、その回答が、ここに、市民に対してお答えになった回答と

いうふうに理解してよろしいんでしょうか。 

防災課長補佐 今のご質問、その課題と取り組みの状況につきましては、６月の当議会のほう

に、対応策までは載せてありませんけれども、取り組みの状況や方針を含めた課題の抽出
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をしたものを提出してございます。 

その後、大きく変わったものがないため、今回、ご説明のほうはしていないんですけれ

ども、住民説明会のほうではやはり、その６月のときに議員の方々に言われた意見という

のが、課題についても大半、ここに載っているものは同じような意見が出されたというの

が現状でございます。 

古川委員 はい、ありがとうございます。 

その６月にいただいたということなんですが、そのときには検討したいっていうのが多

かったような記憶があるんですね。 

その後の検討結果、これ７月に説明会をやっているわけですから、そういった検討結果

も踏まえてのこの回答なのでしょうか。 

防災課長補佐 基本的に、６月に出した以降、７月18日からやった説明会のときに、以前検討

していく、課題や協議中のものについて整理できたものが基本的にございませんので、６

月に説明した段階と同じものの回答として、この住民説明会では回答いたしました。 

古川委員 わかりました。 

はい、ありがとうございます。 

助川委員 説明会の実施日が、曜日が、土曜日は１日あるんですが、平日午後６時半からとい

うことで、お勤めの方、現役の方々も出席されやすい時間帯を設定されたようであります

けれども、年齢層はどういった方々の出席をいただいているか、データはとられています

か。 

防災課長 年齢層のデータはとってございません。 

申し訳ありません。 

助川委員 さまざまな意見を、年代層の違いによっての考え方、あるいはその関心度等もはか

る上で、まるっきり若い方々が少ないとなれば、若い方々は関心がないというふうに見受

けられる形になってしまうと思うんですが、その辺のところの分析をする上でも、そうい

ったデータはきちっととっておくべきかなというふうに思いますね。 

それから、カテゴリごとにさまざまなご質問をいただいて、答弁いただいておりますけ

れども、調整をし、徹底をしてまいりますとか、あるいはまた、国、県との決定案件を待

たなければ皆さん方に細部の説明ができないもの等、あるいはまた、検討してまいります

というような答弁が随分こうありますけれども、今後の説明会に関しては、こういうもの

が決定し次第、あるいは全てが決定されてから説明会をやるというようなスケジュールで

もって進んでいくんですか。 

それとも、決定し次第さまざまな場を利用して住民に説明していくというようなことな

んですか。 

どういうふうな執行部の対応をしていく予定になっていますか。 

防災課長補佐 今後のスケジュールにつきましては、この課題、先ほどから言われています課
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題や意見についてを集約して、避難計画ができたときに住民説明会のほうをする形となる

と考えております。 

また、一つ一つ課題の整理や意見についての整理については、できたものについては当

原子力安全対策常任委員会のほうには、その都度ご報告のほどさせていただきたいと考え

ております。 

助川委員 あってはならないことなんですけれども、ただ、住民の安心、安全の観点から、こ

ういったものをきちっと組み立てておくということは、大変大事なことであると思います

ので、さらには、周知徹底が100％に近い形で住民の皆さん方に認識をいただくということ

が最終の、この事業に当たっての目標だろうと思いますので、そのようなところをしっか

りとお考えいただいて、進んでいっていただきたいと思います。 

委員長 ほか、ございませんか。 

遠藤委員 何点かございますけれども、まず、大変ご苦労さまでございました。 

私も大体説明会は伺いましたし、皆さんの、大体ご意見はお聞きをしましたけれども、

何点か改めてちょっとお聞きをしたいんですが、８月にマップを全戸配布、始めたという

ことですが、これは今の段階では終わったんですか。 

防災課長 はい。終わってございます。 

自治会加入者及び自治会加入外の一般の方にも郵送し、配布は全て終わってございます。 

遠藤委員 はい、わかりました。 

あと、その情報に関してですけれども、この質問の中にもありましたが、役所の方は、

こういうふうな災害があったときに、いろんな災害対策本部を設置して、いろんなことを

されると思いますが、どの時点まで役所に詰めてらっしゃるのか。 

そこらというのはどういう想定になっていますかね。 

防災課長補佐 今のご質問について、どこまで役所のほうに残っているかというのは、災害が

起きて、本部をどこまで置いておいて、市役所のほうも避難先に避難するのかというご質

問でよろしいでしょうか。 

今のご質問、それでございましたら、今のところ、市民の安全が確保できて、市民が避

難できる手段がどこの段階で判断できるかというのがやはり課題になっていますので、そ

の整理がつき次第、私どものほうでも避難をしていく形になっていくというような考えで

ありますので、明確にいつの段階で市役所機能が避難するかというのは、ちょっとまだ決

まっておりません。 

遠藤委員 はい、わかりました。 

そうすると、あと、いろいろと避難をしていただくに当たって、それぞれ職員の方がそ

れなりの、いろんなところに配置をされて、そういう活動をされると思いますが、情報の

共有という意味では、災害対策本部と、それぞれ集合場所が、それぞれ学校等々に指定さ

れていますけれども、そこに当然職員の方が配置されますよね、恐らくね。 
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災害対策本部と、集合場所でのいろんな状況と、あと、バスが出たりすればバスの道中

もしくは避難所に到着したら避難所、それぞれの連携というか、情報の共有自体はどうい

うふうにされるのか。 

例えば筑西の避難所ではこれぐらい住民が避難していますよ。いや、まだまだこっちの

小学校ではこれぐらいしか集まっていないので避難できませんよ、バスが出ませんよ。今、

高速道路でこういう状態ではまっていますよ、みたいな、相当、職員の方も今までの災害

対応と違って、こういった五、六十キロも離れたところに行くわけですから、相当散らば

っているわけですよね。 

それをどういうふうに職員間で情報を共有するかというのは大変難しい問題だと思うん

ですけれども、そこは、今の時点ではどういうふうに考えておられますか。 

防災課長 本部と、また、集合場所、職員との連絡方法ですが、複合災害がなければ携帯電話

等でやりとりを考えていますが、複合災害等があって携帯電話が使えない場合、そういう

ものも想定されますので、その場合は来年度予算要求をしていますが、ＩＰ無線というも

のがございまして、そちらのほうを利用して情報の共有、情報伝達を行っていきたいと考

えてございます。 

ただ、そのＩＰ無線の通信距離が、ちょっとまだ資料がないものですから、どの辺まで

届くのかちょっと不明でございますが、そういった形で連絡体制をとっていきたいなとは

考えてございます。 

遠藤委員 ごめんなさい、私も不勉強でよくわかりませんが、ＩＰ無線とはどういうもので、

今、使用している実例とか、何かあるんですか。 

どういうふうに使えるものなんですか。 

防災課長補佐 ＩＰ無線につきましては、独自の携帯電話の電波を単独的に、災害用に使える

というものなので、電話自体で混雑を招くとかという、さまざまな問題というのは起きな

いもので、今一番鮮明に情報が流せる、伝達ができる手法というような機械ですので、そ

のものがまだ市のほうに入ってはいませんけれども、今後、先ほど課長のほうから出たよ

うに予算も要求していますので、それで連絡体系のほうの、情報伝達はしたいと考えてお

ります。 

今言いましたＩＰ無線のほうにつきましては、導入している市町村はありますが、ちょ

っとこの場でどこの市町村がやっているかというのはわかりませんので、申しわけありま

せん。 

遠藤委員 はい、わかりました。 

県内でもここまで進んでいるというのは那珂市が一番早いというふうには認識はしてい

ますが、ただ、そういう問題ではなくて、もう６年半たったのに、実際に同じようなこと

が起きたらばあの時とどれぐらい違った行動がとれるんだろうということだと思うんです

よね。 
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だから、ほかとの比較ということではなくて、本当に那珂市民をきちっと守れるかどう

かという観点からどんどん進めていただきたいし、そういった意味ではまだまだ遅いと、

やっぱり指摘はせざるを得ないと思っております、市民感覚では。 

ただ、そういった、今、６年半前と違うような情報伝達の方式があれば、ぜひ進めてい

ただきたいなと思います。 

あと、これは質問の中でも、例えばご家族が施設に入っている方に関しては、これは施

設に家族が迎えに行かなきゃいけないんですかというふうなものがありましたね。 

それは施設のほうで対応しますというふうな答弁だったと思いますけれども、そうする

と、施設のほうとはどういう話になっているのか。 

高齢者施設においては、こういう市の方針がきちんと説明されているのか。 

また、施設それぞれの対応というのは、そもそもどういうふうになっているんでしょう

か。 

原子力Ｇ長 高齢者福祉施設、社会福祉施設等の避難につきましては、まずその入所施設が避

難となった場合には、できるだけ那珂市でいう筑西市、桜川市内、もしくはその近隣のほ

うでの施設への避難ということで、受け入れ態勢のほうを県がマッチアップした上で、お

おむね避難先が決まったということは聞いております。 

ただ、遠藤委員からお話があったように、市のほうと、そういった福祉施設等との話し

合いというものについては、まだできていないのが現状でございまして、こちらにつきま

しては、やはり今回避難ガイドマップというものも、市のほうで作成をさせていただいて

いるというところもございますし、今後、避難計画の案をつくっていく中で、そういった

施設とも、当然連携を図っていくような考えで進めていきたいと思います。 

遠藤委員 はい、ぜひお願いします。 

大枠ができたんですから、どんどん少しずつ下に落とし込んでいっていただきたいんで

すが。 

あと、その施設に関しては、施設の方からこういうものが出ているんですけれども聞い

ていますかと、ちょっと聞き取りしたことがあって、いや、全然知らないという話だった

のでちょっと出させてもらったんですけれども。 

あともう一つ、高齢者に関してなども関連がある医師会ですね。医師会などともちょっ

と話をしたときには全然知らないという話でございましたので、そういう各種団体、医師

会さん、あとは行政との関係があるから、まさか社協さんあたりとは当然連携を密にして

いるとは思うんですが、この社会福祉協議会、そこらはどうなのか。 

まさか避難所になっているから小学校、中学校のほうとは、話は当然しているとは思い

ますが、同じく教育施設である幼稚園、高校、短大、大学、市内にはそういった教育施設

がありますから、そういういざというときに、そういう幼稚園の先生が園児をどういうふ

うにするかというのは幼稚園の先生だって知っていなきゃいけない話でして、そういう教
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育関連の施設との話し合いはどういうふうになっているかをお聞きします。 

原子力Ｇ長 市内の小・中学校、高校、幼稚園と、多々そういった施設ございます。 

まず、小中学校につきましては、ことしの４月の時点で学校長会というところで、その

場をお借りしまして、市のほうで避難ガイドマップを作成し、今後こういう流れで進めて

いきたいというご説明はさせていただいております。 

また、以前、遠藤委員のほうからもちょっとお話をいただいた中で、私立の幼稚園、保

育所、保育園ですか、こういったところの情報等はということでもご意見があったんです

が、こちらにつきましても７月の上旬に、各施設のほうの施設管理者の方のところにお邪

魔しまして、実際市のほうでこういった取り組みを現在進めておりますというところで、

お話をさせていただいたところです。 

今後、各そういった施設、学校や幼稚園、保育所等の施設との連携については、やはり

先ほどの社会福祉施設と同じように、まだまだこれからの、本当にスタートの時点という

ところで考えてございまして、ただ、こちらで話をさせていただいたことで、相手方の学

校や施設等の管理者さんのほうからも、やはり原子力の施設が近くにあるという、そうい

った認識がいただけたという感触がありますので、今後そういったものをさらに詰めてい

きたいというふうに考えております。 

遠藤委員 はい、ぜひお願いします。 

あと、当日に配付された資料なども見てみますと、やっぱりこれは、いつこういう災害

があるかわからないですからね。 

昼間、平日、通常の大人の方は仕事をしていますから、仕事をしているときにこういう

のがあった場合、そうなるとどうするのかということですが、そもそもそこに勤めている

事業所さんの理解が得られなければということもあると思いますので、事業所さんに対し

ての説明と理解を促すということ。 

あと、ここにもありましたが、やはりこの説明だけでは、会場の、１時間説明をして１

時間質疑応答ぐらいで、やっぱりどの会場も大体時間いっぱいいっぱいで、まだまだ聞き

足りないというふうなところが、雰囲気として、当然ございました。 

自治会の関連の皆さんからの質問も多かったように見ましたけれども、要望があればこ

れは自治会に説明に来てくれるのかというふうな質問もありましたが、これ、どちらかと

いうと、本来は要望があれば説明に行くというよりは、ちゃんとこの自治会にも説明する

必要があるんじゃないかなと感じたんですね。 

これはそもそもコミュニティーを大切にして、コミュニティー単位で避難所指定をして

いるわけですから、そうなると自治会さん、特に役員さんの理解とかが必要になると思い

ます。 

役員さんの役割というのはかなり重要になるんだろうなと思いますので、そこらのとこ

ろは、今回６回の説明ですけれども、これはまず大きな部分での説明であって、もっと細
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かい説明をしていく必要は感じますね。 

本当に69自治会全てに、69会場設置するかどうか別として、どこか一つ、二つ、三つぐ

らいの自治会は合同でやってもいいかもしれないと思いますけれども、やっぱり地域にも

っと出ていって、いろんな説明をして、いろんな住民の皆さんの声をお聞きして、体制を

つくっていくという姿勢が必要だろうというふうに思いますが、そこらあたりはどうです

か。 

自治会と商工会関係ですね。 

防災課長補佐 今言われました商工会等につきましては、今後、事業者等のご理解を得るため

の説明ないし、その資料を提供したりということは、対応を考えていきたいと考えており

ます。 

また、自治会等への、避難計画自体のほうの説明会につきましては、今後、より細かく

身近な説明をするために、今言われたような対応で、69カ所全てというわけではないです

けれども、もっとこの前の全体よりは細かい説明会の開催をしていきたいと考えておりま

す。 

助川委員 さっき言われましたＩＰ無線というのも、やっぱりデジタルの関係の機種というか、

かかわっている、そういうたぐいの技術を要したものなんでしょう。 

防災課長 どちらかといいますと、携帯電話、電波のほうの空きチャンネルというか、そちら

のほうでやりとりするようなので、混線がなく通話ができるというようなものでございま

す。 

助川委員 そうすると、やはりデジタルの中の、組み込まれた通信の回線だと思うんだよね。 

これ、私のところへも3.11以降、６年半前に起きた関係で、自然災害あるいは原子力災

害含めて、地震とかそういうものの災害を含めて、総務省から通達というか協力依頼があ

って、1.5キロから２キロぐらいの間に１カ所公衆電話を置いていただきたいということで、

うちにも置いてあるんだけれども、今までデジタルだったんですよ。 

デジタルは非常に、災害時に弱いみたいで、今月またアナログに切りかえますと、自然

災害が発災したときに非常に、全てが遮断されるような形に、一律になってしまうのでと

いうことだったので、今防災課のほうで那珂市内全体に何カ所ぐらいそういう箇所が、設

置されているかという、把握していますか。 

防災課長 そちらは公衆電話ということですか。 

公衆電話は把握してございません。 

申し訳ございません。 

助川委員 これは特別に、総務省からＮＴＴさん通じて、頼まれて場所を貸しているだけなん

だけれども、設置してほとんど、通常は、平常時は皆さんほとんど携帯持っていますから、

だから使われないようだけれども、でも、何か何百円か入っているんだよね、見ると。 

だから結構使っている人もいるのかなと思うんだけれども、そういうものも含めて、そ
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ういう事業が今、今月の25日に全てを切りかえるんだということで通達があって、今度切

りかえに来るみたいで、アナログに切りかえるということみたいで、そちらのほうが災害

時には強いんだそうです。 

そういう情報が、今動きとしてあるみたいです。 

その辺、把握していなかったですか、防災課では。 

防災課長 まことに申し訳ありません。 

そちらのほうの情報といいますか、資料的なものもこちらのほうに入っていなかったも

のですから、承知していませんでした。 

古川委員 ちょっと確認なんですけれども、今回の避難ガイドマップの全戸配布というのは、

あくまでも避難先を指定しただけと言ったらちょっと語弊がありますが、ものであって、

具体的な今後の避難計画については協議していきます、検討していきますというふうにお

っしゃっているわけですよね。間違いないですよね。 

先ほどのご答弁で、特にその協議、検討に対しては進展がないというふうにお答えにな

っていますよね。 

という中で、過日、私の一般質問で、海野市長は再稼働を認めないという知事選での発

言に対して私もそう賛同するということで、96万人の近隣住民が避難できると思いますか

というふうに私は言われました。というような発言も、意思を表明されたんですね。 

そのようなこともあって、これから具体的にやっていかなければいけないものがたくさ

んあると思いますが、執行部としては粛々とこの作業を進めるということで理解してよろ

しいでしょうか。 

防災課長 今回のこの避難計画につきましては、事業所が稼働している、稼働していないにか

かわらず、やはりつくるべきものであるものですから、委員さんおっしゃるとおり粛々と、

私たちは市民の安心、安全ために計画を作成していきたいと考えてございます。 

委員長 はい、ほかございますか。 

福田委員 この説明会の中で、いろいろな質問あるいは回答が、資料として拝見はしているん

ですが、避難先での食糧等についてのことがちょっと乏しいかなと思うんですが、これは

担当部署としてはどういうふうに考えているんですか。 

防災課長補佐 食糧につきましては、まず避難が決定いたしまして、筑西市、桜川市のほうに

避難をしていただいた場合、まず、筑西、桜川のほうで備蓄している食糧で対応していた

だいて、その後、那珂市のほうから運んでいって食糧のほうは配布するというような形で

考えております。 

福田委員 何というんですか、福島原発の教訓として非常にこの食糧、これは日数によっても

違うでしょうけれども、今回のこのマップ、これはあくまでも福島原発を想定した、同等

の事故を想定した中での今回の計画でしょうが、これに対しては、この食糧ということが、

余り質問なんかも出てこなかったように見受けられるんですが、食糧についてもうちょっ
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と検討する余地があるのかなと、そういうふうに強くこう感じたんですが、桜川のほうの

備蓄、それで対応、それで足りなければ那珂市のほうからというようなふうに解釈してよ

ろしいんですか。 

ちょっとその辺に疑問があるんだよね。 

原子力Ｇ長 はい、すみません。 

今のご質問に対してなんですが、まず、既に協定を結ばせていただいている中に、あく

までも避難先での食糧については那珂市、及び不足する分については茨城県が協力をして

用立てをすると。 

ただし、やはり避難当初は、どうしても那珂市のほうの対応が、先方２市のほうの対応

がどうしても遅れてしまいますので、避難当初につきましては両市のご協力をいただいて、

両市で備蓄している食糧を宛てがっていただくと。 

ただし、いつまでもそういったものを当てにするわけにはいきませんので、避難所の運

営につきましては那珂市のほうが、できるだけ早く両市から引き継ぎを行った上で備蓄、

食糧、こちらについても市のほうから持っていくことになります。 

また、茨城県が持っています県西備蓄倉庫、こういったものも筑西市にございまして、

不足する分につきましてはそちらからも用立てをいただけるということになってございま

す。 

以上です。 

福田委員 そうすると、避難先での備蓄、これで対応するということがまず前提ですよね。 

ということは、その備蓄量というのはどの、この人口、いわゆる那珂市の人口に対して

向こうでの確保量というのは、これはもう確認済みなんですかね。 

何日ぐらいの備蓄量があるんですか。 

難しいかな。 

防災課長 申しわけございません。 

細かいところまでの日数分等については確認をしてございません。 

福田委員 その辺確認しておいてください。 

委員長 はい、ほかに質疑。 

副委員長 議会報告会のときに、立場が同じようにいろいろ言われたので、私もよく、つらい

お立場はわかるんですが、その説明会のときとかに、今あるリスク、動いていなくたって

現状は同じなんですよね。 

使用済み燃料棒が置いてある時点で、原発が稼働しているのと同じリスクを持っている

というのを、もうちょっと市民の皆さんに説明することが大事かなと。 

今、原発が動いていないイコール安全だと思っちゃっている方々もたくさんいるなと。 

やっぱりそういうのを説明すれば、こういうガイドマップが何でつくったんだというこ

とに対しても、ある程度の評価が得られるんじゃないかななんていうのも思っております。 
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あと、学校、先ほど遠藤委員さんが言いましたが、学校の子供たちの受け渡し体制、親

との。 

ある程度のガイドラインというか、こういうふうにやりますよというマニュアル的なも

のというのはある程度つくっておかないと、多分親御さんたちパニックになっちゃって、

学校が大変なことになると思うんで、それも先生の判断、校長先生の判断とかいろいろ、

教育委員会の判断とかもありますが、学校側と父兄側との連携のほうの形というのも一つ

つくっておく必要があるんじゃないかなと。 

あと、先ほど助川委員さんも言いましたけれども、新たな、私も最初の一般質問で防災

無線のデジタル化というのを言ったのを覚えていますか。 

デジタル化がよくないとかいいとかというのはあるし、私は相互通信が可能になる防災

無線のデジタル化というのは絶対必要だと思っていまして、新たな防災の拠点づくりにい

ろんな市のニーズに合ったような形が組めるというのも大切な魅力だと思っていますので、

これを機に新たな防災、もう１回デジタル防災無線とか、新たな防災システムの構築に行

っていただきたいなと、そのように思います。 

防災課長 先ほど冨山委員さんのほうからおっしゃられましたように連絡体制、父兄受け渡し

ですか、そういったものも含め、教育委員会等と連携しまして、あとは学校の協力を得ま

して、そちらの連携体制をつくっていきたいと思います。 

また、防災無線のデジタル化ということでございますが、こちらにつきましてはＩＰ無

線と同様に、来年度から３年計画でデジタル化、やはりこの時代ですのでデジタル化に向

けて更新をしたいと、予算化をしているところでございます。 

以上でございます。 

委員長 ほかございますか。 

遠藤委員 今副委員長がおっしゃったご指摘、すごく重要なところでして、実は私もいろいろ

とお聞きしていたら、そもそも今動いていないから必要ないんじゃないのと考えている住

民の方が意外と多いんですよ。本当に多いんです。 

だから、再稼働しなければ必要ないでしょうと考えている方が、ある意味私の感覚では

実はほとんどじゃないかと。 

既に燃料棒が、あそこにああやってあるだけで危険だというのは、我々は知っているし、

認識しているけれども、再稼働さえしなければこれは必要ないでしょうという人が本当に

多いんですよ。 

なので、真剣にとらえてもらっていない感じがあります。 

これは市としてもちゃんと言ったほうがいいかもしれない。 

これは何かマスコミを見ていると、マスコミも勘違いしているような書き方をしている

ところがある。おかしいんだよね。 

正確に現実を認識していただく必要があると思うし、だから市が一生懸命やっているん
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だというのをわかってもらうには、そこらの説明の必要もあると思います。 

あと、せっかくけさの後のこの委員会なので一応申し上げておきたいのは、北朝鮮のミ

サイル云々ね。 

これ、実はもう今まで絵空事かと思っていたら、ああいうものが本当に原発に落ちるこ

とというのは、何か、本当にもう冗談事じゃなくなってきたかもしれないなと思っていま

して、今までは、いや、ミサイルでも飛んできたら、それじゃもうどうしようもないね、

ぐらいの話をしていましたが、本当にそういうことになってくる可能性がちょっと高まっ

ているかもしれないと思うんですね。 

かといって、その現実の可能性はそんなに高くはないと、それでも思っていますが、た

だ、こういう計画をする執行部としてはそういったものも、ちょっと冗談事じゃなくて、

一歩、段階に入ってきているかもしれないということを想定してやっていただきたいとい

うこと。 

それを踏まえると、50キロ圏内とかというのはあくまでも福島の原発事故の時だからあ

くまでこういう線引きですけれども、もっと大きい事故になったらば、本当にこの桜川、

筑西だけでは足りないんだと思いますね。もっと大きな事故になったら。 

だから、まず１次避難というか、まずはここ、ただ、もっと県外まで含めてのものも、

やっぱり想定に入れざるを得なくなってきてしまったのかなと。 

この北朝鮮の情勢を見るとですね。 

だから、これは県内ではまだ一番早い段階でしょうが、ほかの市町村では県外に逃げる

ところがまだ計画は策定されていないところが多いですよね。 

だから、恐らくはその計画待ちなんだと思うんですけれども、でも那珂市は那珂市とし

て、やっぱりある程度どこを想定すればいいのかというのは、那珂市として市民を守るた

めに検討に入ってもいいんではないかと思いますので、もう本当にこの間、そしてきょう

の状況から見ると、そういうミサイルみたいなものもあながち現実離れしているとは思え

なくなってきているので、ちょっとあえて申し上げておきたいと思いますが、ご答弁のほ

うお願いします。 

防災課長補佐 今言われたようなこと、ミサイルや、そういうものを含めたテロや、あと、運

転していなくても安全ではなく、こういうことが起きるというような市民への説明、あと

は県外まで含めて那珂市としての第２案、第３案をつくってほしいということにつきまし

ては、市のほうで県と調整を行いながら、第２案、第３案については進める方向の相談を

していきたいと思います。 

また、ミサイルや、再稼働をしていなくても、原子力についての市民への説明は、今後

広報や、そういう広報紙などで、できる限り進めていきたいと考えております。 

委員長 はい、よろしいですか。 

ほかになければ質疑を終結いたします。 
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続いて、気体廃棄物の放出状況についてを議題といたします。 

防災課より説明をお願いいたします。 

防災課長 次に（２）気体廃棄物の放出状況についてでございますが、お配りしました資料の、

平成29年度第１四半期における気体廃棄物放出状況についてをごらんください。 

この資料は、平成29年度第１四半期、４月から６月分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たも

のでございます。 

表の見方につきましては、資料として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報告させていただきます。 

以上でございます。 

副委員長 委員長に代わって進めさせていただきます。 

これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

（なし） 

副委員長 なければ質疑終結いたします。 

以上で本委員会に付託されました執行部提出案件の審議は全て終了いたしました。 

暫時休憩いたします。 

執行部はここで退席となります。 

お疲れさまでした。 

休憩（午前10時54分） 

再開（午前10時55分） 

委員長 はい、再開いたします。 

その他でございます。 

議会報告会に関連して１点ご連絡がございます。 

議会報告会で参加者からいただいたご意見等への対応について正副委員長で検討内容の

整理を行いました。 

内容については会場で回答しており、改めてお預かりしたものではありませんので、当

委員会としては、広域避難計画の進捗や各事業所の状況などに対し、今後も引き続きしっ

かりと監視を続けていくという形にいたしました。 

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55分） 
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