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※個人情報は伏字にしております。

No エネルギー・環境の選択肢に関する御意見・御質問等

1

本来の趣旨とは多少ずれている気がした。ただ、「なんでズレているか」、それは、原発事故に対する政
府、○○の対応のまずさにあると思います。福島県民は「まず、震災前の生活に戻すこと」が、スタート
ライン。まずエネルギー選択肢の議論は、この点を解決してからでないとダメ。途中で「正規の申し込み
をしていない人」を会場にいれるのは、まずい。抽選に外れた人に対して失礼。　原発依存度をどうする
かではなくて、「原発は０％、それに伴って発生する問題をどうクリアするか」を考えていくことが重
要。発生する問題として、代替エネルギー開発とコスト削減。原発立地自治体への経済の影響（交付金、
雇用）。国防の問題。核の取り扱いのスキル維持。福島の農作物は、風評がなくなるまで、政府が全量買
い上げるべき。補償とかセシウム検査とかをやる必要がなくなる。

2

①インターネットしか申し込めないのは？　パソコンを持っていない人、やれない人がまだまだ大勢いま
す。郵送でも申し込み可にすべきであります。②申し込み時にもっと親切に記入しておいて欲しい。３時
間３０分かかるとは、思っていませんでした。③原発ゼロにしても仕事がなくなることはありません。○
○の責任を問う映像は、モザイクを入れないで全面公開すべきである。○○のプライバシーに配慮する、
ということは、福島県民のことを考えれば、全面公開しなければだめです。誰が何を隠したのか、全部わ
からなければダメです。

3

「結論ありき」「修正不可」を前提とする政策から、路線変更を可能なものにすべき。　再生可能エネル
ギーのコストは、一部の業界のみ利益のばす。セキュリティチェックは、当然必要です。参加者の安全の
ため、反対者の気が知れない。関係者が前から５列席までに対しては、なぜ？　大きな問題では。参加し
ないと分からない事が多いのは、事実。ゴリ押しで、事前申し込み無しで入場させるのはＮＧです。今後
の運営再考、願います。

4

偏った一部の運動家、宗教家のみがパネラーになるのはおかしい。参加者も明らかに「仲間」が多いのが
現次では？　まして、入場権利もない人間を「入場可能」にした現実、やりたい放題も甚だしいですよ。
いやー「素敵な茶番」ありがとうございます。会場整理で良かったこと。セキュリティチェックがあった
事はよろしかった。でも「途中で入場を許可する」、「チケットも無い人に」これはナシでは？　どれだ
けの気持ちで「意見を述べさせて」って書いたか、「何とか入りたいからお願い」って言ったか、あんた
らにゃ、分からんのですか？　私は「正規」に入ったんです。

5

ゼロ支持。①３．１１東日本大災害以後、放射能汚染の実証が終わっていない。今後のリスクも不明。②
原子カムラのマスコミ含めた隠ぺい体質と、○○の傲慢な態度と無反省な責任逃れを、批判する。③原子
力安全設置基準の指針に反する国の原子力政策の矛盾と、安全保障条項に隠れたプルトニウム核兵器転用
への不安がある。④放射能汚染物質の最終処分も決まらない中での、昨年１２月の野田首相の福島原発収
束宣言の嘘と、安全対策先延ばしの中での大飯原発再稼働の実施は、全く理解できない行いである。⑤何
十年と今後続く原発作業員不足と、悪条件下の収束作業に見通しが立たない現状を、先ず解決してゆくべ
きである。次に脱原発と新エネルギーへの転換を希望する理由。①ＴＰＰを始めとするグローバル化の推
進の裏に日本の食糧自給率の低下、国土再生となる第１次、２次産業の政治政策の遅れによる競争力の低
下を心配する。②日本の科学技術をバイオ、天然ガス、地熱、太陽光、風力、水力などの分野に生かすこ
とが、日本の産業のメリットになると考える。

6

全てのアンケートに目を通していただけるという事でしたので、記入させていただきます。意見表明させ
ていただいた大学３年の○○です。出来る限り、早期の廃炉を求めます。正確な情報を用いての決断をお
願いします。ほとんどの人は原発はいらないと考えているはずです。明確な目標を決める事で、自然エネ
ルギーを推し進め、原発を廃炉にするメリットが生まれ、雇用や経済の活性化に繋がる。今の技術に遅れ
をとっている状態から回復し、世界をリードする日本であって欲しいと思います。自然エネルギーにリス
クが全くないわけではありませんし、原発のメリットもあると思います。しかし、リスクの大きさは、圧
倒的に大きいかと思います。意見聴取会において発言した人の多くは、それほど知識がある人は多くあり
ません。大抵が報道されているような事だと思います。政治家や官僚の方々からすれば、大した事を言っ
ていないとは思いますが、国民の生の声です。政治家の方々も国民の一人として、この問題に取り組んで
頂けたらと思います。

7

再生可能なエネルギー開発に向けての予算措置が圧倒的に足りない。十分な予算をつけ、研究者、企業に
自由な開発をさせてから、エネルギー政策を論じるべきだ。現在、とても論じるほどのエネルギー政策の
選択肢がありません。
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8

エネルギー環境の選択肢についての話し合いという名の「福島県民の原発はもういらない」の会にすぎな
い会になってしまったと思います。エネルギーの問題を問う前の集会をもっと開催する必要があるのだと
思います。「私たちは」と、よく言いますが、ひとりひとりいろいろな立場がありますが、忘れてはいけ
ないことがたくさんあると思います。福島は、電気の故郷です。東京の電気を作っていたのです。一度、
東京の電気を、○○の配る電気を止めてみてから考えてみて下さい。一時間でいいです、○○の配線を止
めてみて下さい。福島の事故がもし、東京であったならと考えてみて下さい。電気の価値が高くなっても
他の国から買ってもいいので、原子力発電以外の選択をして下さい。昨年３月の震災時、富岡町に住んで
いました。電気の故郷で、原発立地の交付金で作られた建物で仕事をしていました。３月１１日から避難
の生活です。とても怖かったです。町の仕事は楽しかったです。町での生活は楽しかったです。また町で
生活できるように、自分なりに努力しています。でも、自分だけでは無理のようです。今日もせっかく皆
さんの意見が聞ける機会だったのに、３月１１日の夜からの記憶が蘇ります。事故の前からこのように原
発に反対してくれたら、事故の前から皆原発を自分のことと考ええてくれたら、と悔しくて悔しくて。言
う事は簡単です。でも、もう溢れたものは回収できません。でも、少しでも綺麗な福島、本当の空のある
福島に、皆でしていかなければいけないと思います。

9

０以外あり得ない。こんなに暑いのに計画停電もなく、普通の生活が出来ていて、なぜ、原発を稼働させ
ねばならないのか、不思議に思っていた。経済界に振り回されているだけでないのか。この会のあり方に
ついて「福島県民の意見を聴く」というけれど、応募方法も宣伝されず、本当に人が集まるのかと思って
いたが、やはり空席が目立っていた。「話は聞いてやった」という既成事実作り以外、何でもないと思
う。「どうせ原発はなくならないでしょ」という気持ちが、また芽生えただけだった。感情的な話ばかり
になるのも、予想出来た。参加する側ももっと冷静にならないと、感情論で片付けられるのでないかと心
配になった。

10

１５０人程しか参加者がいなかったことは、非常に残念に思います。福島県民は、自ら学び、発信しなけ
ればいけないと思います。事故の影響を受け、疲れていると思いますが、やらないといけないと思いま
す。ただ、土日開催にしてくれたらもっと人が集まったと思います。「福島県民」といっても、ひとくく
りには出来ないです。住む場所、家族構成などによって考え方、置かれている状況によっても違います。
この場で出た意見はごく一部だと思うので、冷静に判断して欲しいです（放射能の影響については、気に
する人もいれば、しない人もいると思います）。「政府」「国」それは、政治家や官僚の方だけではな
く、私たち一人一人だと思います。こういった場に参加したり、パブリックコメントを提出したり、勉強
をしたり、意識を高めて当事者として行動しなければと思います。福島県民、または、他にも日本の人々
は、これまで原発や放射能について考えて来なかったことを反省したり、恥じたりしていると思います。
そんな気持ちでは、心地良く生活していくことができないと思います。事故が起きてしまったこと、多く
の人が悲しんだことは事実です。事実から私達は、学ばなければいけないと思います。電力が不足する
と、病院やお年寄りなどの命に影響が出るでしょうし、商業施設も大変でしょう。せっかくの日本の原子
力に関する技術を手放すのは、ビジネスとしてももったいないかもしれません。しかし、人々の心には勝
てないと思います。もう原発のことであれこれ悩みたくない、とみんな思っているのではないでしょう
か。３番の大学生が勇気を持って発言してくれた通り、「原発をなくしてもやっていくためにはどうした
らいいか」を具体的に考えて行動していくことです。電気料金値上げ、それによる商品の値上げくらい我
慢しましょう。みんなでがんばりましょう、と言いたいです。言っていきます。

11

長期的に考え、責任の取れる選択肢を考えてほしい。常に最悪の状況を考えて、国民を守って欲しいと思
います。未来へ対する責任。「このエネルギー政策」には、関係ないことと重々承知はしておりますが、
私達の意見はたらい回しにされ、何処へ言ったらいいのか分かりません。私達は原発の被災者です。何
故、○○の基準で保障内容が決定するのでしょうか？　基準の内容も知らされずにいます。賠償の基準を
作る時、私達被災者の意見も入れるべきです。○○の基準というものは、施しです。○○はプレスリリー
スではとても良い事を言っておりますが、被災者に対する基準には厳しいものが全てです。事故の責任は
賠償でとっていると、言い放っております。

12

エネルギーに関して、地熱にしても、風力にしても、数々の問題があるのは知っています。もちろん、他
のエネルギー源もです。しかし、原発に関しては、それらに比べて、比べようもないほどの負の影響を隠
し持っています。渡利地区は、２月に除染をするという市長の発表があったにも関わらず、今、７月。そ
して５月に行われた小倉寺地区は、その廃棄物の仮置場が何と、その住宅の庭先にブルーシートで覆われ
て存在するという現実。こういう中で、毎日を送っています。子供たちが去ってしまった、逃がさずには
いられなかった若いお母さんたち、県民、一人一人が、全員、胸に押し潰されそうな塊を抱えているの
を、多くの人が改めて知って欲しい。一年たったら、忘れ去られそうな被害を受けた福島。これが原発と
いうエネルギーなのです。中央の人々、福島の相馬、双葉、大熊、富岡、飯館に来て住んで欲しい。目に
して欲しい。心は痛みませんか。過日の某表明者が、福島の原発事故で、直接的には一人も死んでいない
と、無礼極まりない発言をしていました。人間とは思えない、私は怒りと悲しさで震えました。事故でど
れほどの老若男女が苦しんでいるのかを知らないのか。こんな人間がきっと日本人の面の皮をして、まだ
他にもいるのだろうと思うと悔しい。事故が起こらなくても、原発そのものが放射能物質を出し続けてい
ることを知るべきです。原発は、人間を、生活を、世界を壊します。本当に原発というエネルギーを選ぶ
などという間違いを論ずることより、０にすることを論じて欲しい。この会を福島県民のガス抜き、など
と考えてはいないでしょうね。
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13

原発ゼロが当たり前です。将来的に廃炉とするであろう現在の原発をなくして、自然エネルギーを主体に
して欲しい。新たに原発を作ることなど、あり得ない。一度、事故を起こしたら人間の力ではどうにもな
らない、恐ろしいものはいらない。孫、子供（息子、娘）たちの人生を壊す権利が貴方たちにあるのか？
県（知事）、市（市長・郡山市原市長）に対しての不信感を払拭してほしい。何もしない、何も出来な
い、全くもって無能。※浜通りばかりが被災者ではないだろうと思う。中通りとて、心と体に大変なダ
メージを受けているのだから。今、福島県民は、分散しつつあるように見える。自分さえ良ければ良いと
いうエゴ丸出しの人も多々いる。

14
こんな大事故を起こしておいて、尚、原発を稼働させようとする考えは理解できない。選択の余地などな
い。

15
経済の論点が欠如している状態で、この重要な問題を議論してはならない。感情論も理解するが、冷静な
決断を望みます。

16
事故のリスク、使用済核燃料の安全な処分方法もないまま。原発はなくすべきである。速やかな脱原発、
再生可能エネルギーへの英知の結集と支援、火力発電の高々率化の転換を望む。

17
選択肢自体が原発存続に比重を置いていると感じる。単なる発表会のようで論議になっていない。

18
５番目に発言された事が、多くの福島県民の考えだと思う。「原発ゼロにしろ」と言い、一方で電気が必
要なら都会に「原発を造れ」と言う。矛盾している。

19

政府の意見は何％なのですか？　私はゼロシナリオを支持しておりますが、理由なく原発を使い続ける政
府ではないはずです。そして、本当はゼロが理想なはずですよね。そのからまった糸を私は一緒に解いて
いきたいと思っています。一緒にがんばっていきましょう（長い時間はかけたくないですけど）。よろし
くお願いします。一緒です。

20
政治的、社会的、誰の上に立ってのエネルギー問題です。その矛盾にメスもあてながら進めない事には、
どんなエネルギー対策を立てても、又、同じ矛盾が表出します。

21

政府、政治家は国民の意見を聞かず、財界（特に経国連）の意見ばかり聞いているのではないか。国民は
国の主権者である。経国連から金をいくらもらっているか知らないが、主権者である国民の意見を聞いて
欲しい。８月の行われる戦略決定も財界の反対で先延ばししようとの報道もあるが、国の政策決定に口出
しする財界は圧力団体以外の何者でもない。財界の意見に惑わされてる事なく、未来のエネルギー政策を
決めて下さい。

22
即時、原発を０％にすることは反対だが、極めて０％に近づけてほしいと思います。いろいろ書いても効
果に期待していません。原発事故が、福島に注目を当てるのではなく、東京一極集中ではなく地方。

23

ゼロシナリオに賛成します。現在の技術では制御できない放射能（原発）をこのまま稼働し続けること
は、福島、日本のみならず、地球全体の生態系さえ変えてしまい兼ねません。いったん事故が起きると、
１５％、２０％～２５％にあげられている経済、環境の数字は全て吹っ飛びます。次世代、次々世代へツ
ケを回さないことは、今を生きる私達の責任です。クリーンなエネルギー研究にこそ予算を。

24
原発依存度はゼロシナリオとして欲しい。

25
福島の声をしっかりと受け止め、即、廃炉にすべき。

26
マスコミ関係者が異常に多く、もっと一般人を入れることが出来たのではと疑問に思った。ＴＶ局に関し
ては多くのブースを占領し、大変疑問に思った。

27
こういう集まりを作った事には評価します。しかし、あまりにものものしく、怖いですね。小心者の１市
民はものを言いにくいです。スーツはいいよ、本当に。

28
ゼロのみ。

29
３つのシナリオにこだわらず、聴集会の意見も参考にして柔軟に政策を決めてほしい。

30
コントロールできないエネルギーはない。

31
福島の事故の教訓は何か？　事故は予想されていた。このままだと日本沈没です。命と健康が何よりも優
先されるべき。絶対、原発はいらない。

32
発言者の一部には、今日の聴取会の趣旨にそぐわない内容もあった。意見についてもっと絞り込んで発言
すべきだ。政府に対する意見が、（私からすると）ズレている。福島県への意見のような気がした。
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33

現在、地球に生存している人類が、未来の人類の生活環境を破壊して良いはずがない。エネルギーを製造
する技術、設備がその寿命をまっとうした時に地球環境を壊さない物として処分できるものでなければ、
使用してはいけないものである。

34

我が家は７．４ｋｗの太陽光発電を設置している。２０ヶ月で約１５０００ｋｗｈを発電。ＣＯ２は年間
で３ｔ削減。朝８時以降は送電している。４～１０月は天気次第で６ｋｗｈと他の家２軒分になってい
る。スマートグリッドが出来れば、地域ごと小規模発電で家庭レベルの需要は満たせるはず。飯田市の市
民レベルの取り組みをモデルに市民協同を促す政策が必要ではないか。

35
全国津々浦々で、何十回でも何百回でも聴取会を開くべき。特に福島県では。１５０人前後の意見だけで
は足りない。避難している１６万人全員に聴くぐらいの覚悟をも持つべきだ、細野さん。

36
原発の全廃。

37
まず、原発を止める事が大事。それから始める事。

38

○○○○社員が「事故後、放射能で死亡した人はいない」と言った。避難で何百人の人が死亡した。２０
万人が家に帰れない。自殺者も何人もいる。この現実の中、なんと傲慢な危ない意見であるか。今、原発
が動いているが、こんな社員が原発を動かしていると思うと恐ろしい。もっと慎重に動かして欲しい。私
は０シナリオです。

39
ガス抜き意見を聴く会としてほしくない。電力会社としてコストがかかっても、原発の代替エネルギーを
開発する努力が早急に必要であると思う。

40

原発はもう止めていくしかありません。可能な限りというのは、ゼロです。なんで再生可能なエネルギー
が３５％止まり？　ゼロシナリオの場合、規制を含む厳しい措置？　脅しているんじゃありませんか、大
歓迎。

41
ゼロシナリオ以外に選択の余地はありません。力を合わせてやっていきましょう。

42

原発は戦争に負けたから造られたのですか？　今の私達は過去の過ちを償うためにあるのですか？　それ
なら、今ならその負のスパイラルを断ち切る事ができるのではないでしょうか。日本国民、福島県民より
国際貢献という名のアメリカへのへつらいが大事ですか？　そもそも福一では、関東へ送る電気を作って
いました。私達はずっと東京へ電気を送ってきたのに、事故が起こってからは福島は汚物扱いです。原発
を作りたいなら、東京湾を埋めて作って下さい。これ以上、故郷を汚されるのは我慢できません。あの日
から私達の故郷は「福島」ではなく、「フクシマ」とカタカナで表記されるようになりました。本当に悔
しいです。福一は、福一で働く人々は、福一の近くに住む人は、関東のために耐えてきたんです。感情で
世の中は何も変わらないけど、ずっと私達の気持ちは踏みにじられたままです。大飯再稼働なんて私達の
気持ちを無視もいいところです。今のまま福島を無視し続けるなら、福島はアメリカになった方がましで
す。本当にみんなの声が届いているならば、直ちに日本にある全ての原発を廃止して下さい。私は福島で
子供を産み、育てていきたいと思っています。子供にこれ以上、負の遺産を残してはいけないと思いま
す。今まで、何度も苦難を乗り越えてきたのだから原発なんてなくても日本はやれるはずです。原子力の
輸出なんてやめて、グリーンエネルギーを輸出して下さい。その方がずっとずっと国際貢献と言えると思
います。

43

３０名の意見発言者全員が、原発を速やかに廃炉、当然です。福島県民すべてが原発事故の被害者です。
為政者に全ての人の声を是非届けて下さい（ただし３０名は多過ぎ、２０名で十分です）。あれもこれも
話したい。訴えたい気持ちは伝わってきましたか。５分の持ち時間は厳守です（事前にしっかり約束させ
て欲しかったです）。

44
この原発事故の結果をよく見て、これからの政策を真剣に考えて欲しい。公聴会は業者に丸投げしない
で、政府自体が本気で関わって欲しい。

45

０シナリオしかない。いつかやらなきゃいけないなら、今、未来につけを残さないためにも、０にすべ
き。そもそも原発やったことが間違い。推進側、責任取って。もう嘘つかないで。政治で変えるしかな
い。再生可能エネルギーで国民を騙すな。×原発ゼロから再生可能エネルギーじゃなく、○原発から火
力、再生可能エネルギー。
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46

ネットで見つけるのにすごく苦労しました。知らせたくないのね。１４７人＋８人しか来なかったし。①
の方の「公聴会は欺瞞だ」に１票。地震は待ってくれない。ゼーセー破壊も、もうそこまで。安全な原発
ランキングをまず作って下さい。そして下位ランクの原発から次々に止めてゆきましょう。責任感の強い
人ほど重大な規則違反を起こし兼ねない。２０数年前に田中三彦さんが言ったことです（２２番の方の指
摘に対し）。検察の作文調書なんか、そのクチなんでしょうね。「原発ゼロが福島県民の総意！」＝そう
いうけど、福島市議会やいわき市議会は廃止を求める決議を否決しましたもんね。福島では廃止反対意見
言いにくいですね。言いたいことが言えない福島です。原発が動いていても止まっていても、「放射能救
助隊」を作って下さい。事故が起きたらどこにどれだけ避難すべき人がいるか、気象をにらんでどの様に
避難させるか。予め用意してあるデーターベース、シュミレーションプログラムに基づいて対処、出動し
て下さい。ゼロ戦や戦艦大和思想は原発に向かない。攻撃は最大の防御。運動性能を上げるために防弾板
や自動消火装置を省いたゼロ戦。先に相手を打ち落とせば問題ない。でもそこが破られれば火だるま。戦
艦大和は「不沈戦艦！」沈まないはずだから、沈んだ時のための対策はお粗末。日本原発は未だに、ゼロ
戦アタマ、大和魂。「事故が起こらないから、事故後の対応策はお粗末でいい」国会事故調で保安院長
は、一重目、二重目あたりまでの様々な安全装置のことを、多重的防護と強弁してましたね。日本の安全
思想ではどうしても未だに「五重」まで辿り着けないんですね。「五重」の塔に及ばない。　やったね、
○○○○。イギリスの鉄道車両を落札。日本ではやらない列車同士の衝突試験、列車と車との踏切での衝
突試験。日本では、信号システムや運行管理システムにより、事故を起こさないように作ってある。だか
ら、衝突した時のシミュレーションは日本ではしていないし、それで通っている。事故は起こらないハ
ズ、という前提。それでは、外国では通用しないので、今回はやり方を改めましたね。やり方を改める前
に作ってた原発はすぐ止めましょう。「現場監督の話」をきちんと検証してください。原発にも偽装検
査、手抜き工事、キズ物納品、施行ミスがあることをどれだけ本気で検証してきましたか？　労働者の被
爆問題にどれだけ真剣に取り組んできましたか？　これまで隠してきたことを隠せなくなってもまだ、原
発を続けられるとお思いでしょうか。ｅｘ．田中三彦さんが（○○○○）原子炉圧力容器の問題を指摘し
た際、国の担当者は、誰から何を聴いてどうしましたか。今なら違う対応ができますか？　原発（推進）
支持の意見が聴けなかったら残念（ｐｍ５：２１）。政府の皆さん、「福島は特別な場所だし！」で終
わってしまいそう。もしかして、逆ヤラセ？　さすが○○○○？

47

まず原発は停止、廃炉し、順次それに向ってロードマップを作り実行する。一切の原発を止める。再稼働
をさせない。大飯はすぐに止めて下さい。原発の交付金に依存しない町づくりを。除染、廃炉ビジネスを
利権構造の中で、無駄な金を使わせない。その新たなビジョンを構築せよ。福島の人々をこれ以上、被爆
させない。すぐに避難させて。全てが無理なら、まず子供たちから。出来れば町、村単位でまとめて避難
させて。もう福島には住めないと思う。今日の福島駅前のモニタリングポストの数値は、０．６５８ｕｓ
Ｖ／ｎです。放射線管理区域の数値です。それを認めてすぐに避難させて。

48
早期の全廃宣言を議決して欲しい。福島の復興への一刻も早い除染と長期の支援を求める。

49

意見を聴く会は、福島、沖縄では、ゼロシナリオ１００％。他会場でも７割がゼロシナリオ。回を重ねて
もゼロシナリオが積み重なるだけ。今更「国民的議論」を覆しての他のシナリオを選択することは不可
能。お互いに覚悟が必要ですね。

50

２０３０年を待たずに直ちに原発ゼロ、廃炉にすべき。福島第一原発事故について、各事故調査委員会の
報告書が発表されていますが、事故の原因についての科学的解明が進んでいるとは、とても言えません。
これからが検証の始りです。原発の中がどうなっているか全くわからないのに、再稼働を安全と言って出
来るのしょうか。原発は動かす事だけでも、大量の被爆労働を生み出します。４０年に渡り、福島第一原
発を廃炉に持っていくだけでも大変な被爆労働です。すべてを廃炉にするにしても、大変大きな問題で
す。再処理計画も直ちに中止すべき。日本でのプリトニウムの保存量は異常です。これ以上なぜプリトニ
ウムを保有しようというのでしょう。再処理で生み出される高レベル廃棄物は、他の廃棄物と全く別物で
す。そんな物を作り出す意味は全くありません。生活弱者のために、一瞬の停電も許されないような事を
言う人が多いのですが、本当にその人達の事を考えるのであれば、今すぐ、無停電措置をすべきです。そ
の対策には、そんなに費用をかける必要もありません。そもそも停電はしないものという考えそのものが
間違い。水害や地震等で何日間も停電するのは、地方ではごく普通であり、議論のすり替え、ごまかし以
外の何物でもありえない。今日出た意見についてはきちんと受け止め、国民の考えを政策に生かす道を選
ぶべき。

51
福島県下、最低１０ヶ所ぐらい、開催すべき。

52

今日の３０人の意見は、福島県民の総意である。今日はただのガス抜きに終わらないことを願うだけで
す。

53
元の福島に戻して欲しいというのが本当の願いでした。二度と同じ事を繰り返さないような環境作りにし
て欲しい。
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54

原発事故に直接の脅威を受けている福島では、ゼロシナリオ以外は受け入れられない。他の都府県では、
原発の直接の被害を受けていないために、他人事のように考えているのではないか。そもそも、このよう
な大事故を起こし、世界中に迷惑をかけている日本が、反省もなく原発を推進する事は人類全体に対する
犯罪行為だと思う。安全だというなら、官僚、政治家が自分の嫁と子供を連れてきて福島に住んでみろ。
細野大臣も○○を連れて来い、ってもう無理だね。

55

原発は全て廃止するべきだと考えます。原発の安全確保と将来のリスク低減と簡単に書くが、この原発事
故の原因、各担当、責任部門の対応等を見ていると、信じられない。今回の事故でも誰も責任を取ってい
ない。このような人々に危険な原発を任せることは出来ない。日本人は、理解すれば自分達の生活をチェ
ンジできると思うし、知恵もでてくる。最後にこのような問題は、国民投票にすべきと考えます。

56
福島の声を聞くだけなく、福島の事故から学ばねばならない。国の在り方をＣＭする場であってはならな
い。すべての原発を今すぐ止め、英知を努めて廃炉に突き進まなければならない。

57

原発はゼロをベースに考えて欲しい。原発がゼロでも全く電力がゼロになるわけではないでしょう。電力
を使いたいだけ必要だから、原発が必要というのはおかしい。本当に必要な電力というのはいくらなのか
提示していただき、足りない分は制限も必要と考えます。どうしても、経済が心配と言いますが、放射性
廃棄物の問題を考えれば、とても小さい話しと考えます。経済が悪くなっても原発はゼロにして頂ければ
と思います。

58
福島で選択肢など有りません。即、廃炉以外に有りません。原発の稼働、安全点検以前の問題です。核の
ゴミの処分が出来ないのに、原発稼働なんて全くの無責任な話しです。

59
かげがえのない地球を破壊し、たくさんの人々の人生を狂わせる、なんと罪深い原発事故でしょうか。た
だちに原発ゼロにしましょう。

60

Ａｔｏｍｉ　ｅｎｅｒｇｙ　ｚｏｎｅ（Ｍｉｎｉｍｕｍ　ｆｏｃｕｓｅｄ　ａｒｅａ）→予め８０ｋｍ
圏、Ｎｏ　ｒｅｓｉｄｅｎｔ　ｐｃｈ．８（ｍｕｓｔ）に　Ｎｏ　ｇｏ　ｚｏｎｅ（Ａｒｍｙ　ｏｎｌ
ｙ）。権利→ｓｔａｙ　ｏｒ　ｍｏｖｅ？（Ｎａｔｕｒａｌ　ｂａｖｖｉｅｒ　ｋｅｙ　・・・ｅｇい盆
地、断層なし、住民移住が可能か？　細野大臣へ－Ｃｏｎｃｅｐｔ　ｓｋｅｔｃｈです。頑張って下さ
い。皆、力になりたいと思っている。喜びがない土地になる。いつも不安な生活。経済的不利益の慢性化
が深刻。固定資産、住民税のあり方を考えて欲しい。庭で自宅菜園も使えない。農家以外が無視されてい
る。「５０年間のＷｒｏｎｇ　ｗａｙ　は、重い。国民の甘えも問題だが・・・。人類の問題である
が・・・。行政の責任はより重い、実に重い。国民は原発なしの禁断症状に耐えうると信じるべきだ。そ
の後それで道を拓くように、２１世紀の人類の方向だろう。狭い国土に見い出せるか？　高い土地利用率
から第２、第３の成田、沖縄の基地問題になってしまう。「目標の周知を、現場を見て、現場にいて考え
る。」　Ｈｉｇｈ　Ｒｉｓｋ（一旦、事が起きたら、Ｎｏｔ　Ｐａｙａｂｌｅ　命、暮らし、健康を失
う。老人・障害者・家族・不安・実害）　Ｈｉｇｈ　Ｒｅｔｕｒｎ　＝　ｈｏｗ　ｃｏｓｔ？→Ｓｅｒｉ
ｏｕｓ　Ｎｕｃｌｅａｒ　ｗａｓｔｅ．　高度成長期の人口の偏在の残像の早期解消を（都市と地方のＲ
ｅ－ｂａｌａｎｃｉｎｇ）→Ｔｏｔａｌ　ｅｎｅｒｇｙ　ｖｅｅｄｓ　の最小限を（趣味的な労力消
費・・・ｅｖｅｎ　ｃｅｌｌｐｈｏｎｅ　ｔａｂｌｅｔ　ＰＣ）。組織が、個人の価値観を超えやすい日
本人の国民性への防衛を（システム化・透明化）、（ビュー・フクラシー、○○ｅｔｃ企業、組合、教育
委員会、大学・・・）。（文化、暮らしｖｓ経済）→Ｎｏ　ｒａｓｈ　継続議論を！大臣へ。もっともっ
と対決から。Ｔｕｒｎｉｎｇ　ｐｏｉｎｔでは減速して良い。一体感へいかないと、対話を。＠福島で。
もっと沈黙する英知を集めること。

61

この福島県民の思いが、政策を作られる方、決定される方に届く事を望みます。子供達も親も皆、苦しみ
ました。これからも初期被爆、長期的な低線量被爆を恐れています。もう二度とこのような事故が起こら
ないよう、国として脱原発を表明して頂きたい。あなたは４４ｎｓｖ／ｈｒの場所がある庭で、子供を遊
ばせることができますか？　もっともっと福島県民の状況を聞いて下さい。

62
１００％、０。

63

ゼロを目指して、同時に福島への対策を早期に誠実に行って下さい。福島に残り、子育てをしています。
原発ゼロへ向けて、国が政策転換をした時点で、本当の意味でのスタートになると思います。６／８の野
田首相の記者会見。「福島の事故の記憶が残る中」って、どういう意味でしょうか。もう過去のことで
しょうか。たしかに１年４ヶ月、時間は過ぎていますが、福島では何も解決していません。どうか、福島
県民の心に寄り添った政治、施策を行って下さい。

6 / 12 ページ



福島会場アンケート [平成24年8月1日（水）]

福島会場アンケート [平成24年8月1日（水）]

※個人情報は伏字にしております。

No エネルギー・環境の選択肢に関する御意見・御質問等

64

再稼働してから、福島の意見を聞くことがあり得ないです。オリンピックの期間中にぶつけたのでしょう
か。自然エネルギーの転換は県民を置き去りにしないで下さい。福島にお金が落ちるように。大企業の儲
けにしないで。福島の声は届きましたか？　私が一番許せなかったのは、原発事故の被害が無かった事の
ようにされる事です。事実、福島県内には、たくさんの放射性物質が降り積もっています。目をそらさな
いで、今後、起こると思われることを認めて、対策をとって下さい。全県民の健康診断、医療の保障。原
発事故の被害を小さく見積もるのは、止めて下さい。とにかく、国民県民の声を聞いて下さい。消費税増
税とか、オスプレイ配備とか、どう考えても考えられません。「騒いでも無理だぞ」と思わせたいとし
か、思えません。政治家は国民の代表のはずです。

65
第一原発を身近に考える。ウラン等の取り出しは県民に知らせ、避難させて作業して下さい。○○のみに
させないで、自衛隊等にさせて下さい。

66
福島県人の心からの叫びが、総理大臣に届くのですか、単なる「音」にすぎないのでは？　本当に届いた
ら「再稼働」はあり得ないし、即廃炉にすべき。「フクシマの悲劇」をくり返さないで欲しい。

67
選択肢は「０」しかありません。

68
７月～８月末という短期間の意見聴取に疑問。というか、多くが原発０を望んでいる。人々の声に耳を傾
け、決定してほしい。

69

意見を聴く会はこれで「最後」ではないと思いますので、県内各地で行われる事を望みます。ここに来た
くても来れない人が山ほどいます。そして、出入り口での検査はとても不愉快でした。こんな事をしたら
来る人も来ないと思います。ここに来て私は良かった。怒りが更に湧きました。原発はゼロへ。この思い
は、福島に済む一人一人の声です。原発が動いていても、動いていなくても不安は同じです。

70
原発ゼロ以外の選択肢はあり得ない。

71

国民の意見を真摯に聴く方策を、再吟味して下さい。　国民の意見を聴くには、理科系工業系などの学者
だけでなく、哲学者、倫理学者、宗教家などの歴史を見通せる学問を深めた人々を十分参加させる必要が
あります。

72
やっぱり、脱原発でしょ。

73
敷居の高すぎる会でした。もっと多くの人が述べられる会で。

74

①細野さん、本日の福島の声を受けとめて下さい。たとえ民主党を「除名」になっても・・・。あとはこ
の一言につきるように思います。②速く除染をして下さい。ご質問等をご自由にということなので、川俣
町の○○○以外はいつやるのですか？　教えて下さい。下記メールアドレスまで連絡してください。③本
日の会場に入る際のゲートは、とても不快でした。バカなことはやめて下さい。④ＳＰが多すぎます。他
の会場もこんなに多く配置したのですか？

75
今も被害が継続している福島で、政府のシナリオに賛同することなどできない。全て廃炉を求める。

76

そもそも選択肢に無理がある。原発の比率だけが論点で、選択後の具体論が無い。それぞれのデメリット
に対する具体策を明示すべき。原発ゼロサムゲームをやっている限り何も始まらない。福島でこの様な会
を開くと、この様な結果になることがあらかじめ見えていたこと。今、福島で声高に原発容認を発する
と、袋だたきにあう（甲子園で巨人ファンと叫ぶことと同じ）。個人としては各シナリオ支持者の意見を
聞きたかった。感情論や大衆迎合的な一時的な空気で決めるべきものではなく、また、原発の安全性や放
射能の不安などが論点の中心になるべきではない。経済性、温暖化、消費コスト等、マクロにもっと考え
た上で、ベストミックスを考えるべき。事故前に反原発者がこの様な意見聴取会で除外されていた様に、
今は原発容認者が除外されている。福島では原発反対の人や不安に思う人が多いのはあたり前である。で
も、推進はしなくても必要と思う人がいることも理解して欲しい。反原発の人は原発反対を叫ぶ前に、太
陽光や風力を推進する行動をとるべき。口だけではなく覚悟と責任をとるべき。推進する人も安全性の確
保や除染対策を明確にしなければ責任をとれないと思う。口先や目先だけでなく長期的、マクロ的視野に
たって論じて欲しい。
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77

たかが１か月の期間で「国民的議論」というのは短すぎる。原発を再稼働させた政府のアリバイ作りのよ
うにしか思えない。将来の原発依存について、政府の中ではすでに結論が出ているようにしか考えられま
せん。今日もおっしゃっていたが、細野大臣を始め政府の方は「福島県の皆さんに迷惑をかけて申し訳な
い」と頭を下げる。それが口だけではなく、実際に政策として目に見える形で早急にわかるようにして欲
しい。福島県は国から見放されてのでしょうか？　原発再稼働のニュースをみて、結局政府は福島のこと
を全く分かっていなかったと感じ、とてもがっかりした。本気で除染しようと思うのなら、政府関係者、
○○の方が来て除染すべきたと思う。公的資金を○○に注入したのなら、そのくらいの注文を国も○○に
してほしい。細野大臣は何回も福島に来ていただいて頭が下がりますが、もっともっと福島のことを知っ
てほしい。福島に住むくらいの心意気があってもいいと思う。「分かったつもり」になるのが一番怖いで
す（こんなことを書いても、きっと大臣が読むことは無いのでしょうけど）。

78
福島の心、実情をきけば、脱原発しかない。

79

１．少なくとも福島県内での原発再稼働は認められない。２．中間貯蔵施設はまず第２原発敷地内に建設
することを最優先に検討願いたい。その理由（１）第２原発の再稼働は県全体の意見として考えられな
い。（２）他の土地を提供することは県民にとっては辛い選択になり、交渉は進みにくい。（３）第２原
発敷地は放射線レベルでは工事可能と判断出来る。（４）５号炉、６号炉の増設計画があったとの話を聞
いているが、そうなら敷地内に余裕がある。（５）研究施設は敷地外に設置する。これなら土地の提供は
進み易いと考える。※貯蔵施設に最も近い敷地境界線での放射線レベルは２０ｍｍｓｖ／年以下に出来る
貯蔵庫の建設は十分に可能。

80

原発の即時廃炉への道を歩むべきである。大飯原発も含めて再稼働を止めるべきである。現政権は将来の
エネルギー政策を決める資格なし。原発総括・エネルギー政策についての国民投票を準備するのが唯一の
選択肢である。先日、細野大臣は○○○○で大飯再稼働の時、保安院の判断だけに頼らず、専門家に時々
問い合わせ、３．１１の地震、津波と同規模であってもメルトダウンすることはないと確認した、と豪語
していた。情報公開すべきである。

81

現在の科学技術では、原発から発生する放射能の制御は不可能です。原発はトイレの無いマンションと言
われています。原発にて発電すればするほど、多くの処理できない放射性廃棄物を作ってしまうことにな
ります。未来の子供達に負の遺産を送ってはいけないと思う。早くエネルギーの方向を転換し、原発を無
くすべきです。

82

福島の苦しみを、政府はもっと胸に深く刻み込んで下さい。原発が何のために作られたのか、国民には知
らされていない事を今回知りました。電気が足りないから原発が必要なのではないことは、はっきりしま
した。福島を犠牲の上で動かす事は、全く人の生命よりお金を大切にしている原子力ムラの人々、政府の
人々が、私たち福島県民を侮辱する以外の何ものでもありません。福島県民２００万人の人々の人生を狂
わせてしまったのです。これを無視しないで下さい。３．１１以前の我が家の暮らしは、石油や食糧の輸
入が止まっても、原発がなくなっても生きて行ける暮らし方でした。それは自然の恵みを十分に利用した
暮らしです。これらの暮らしが本当に人間として心豊かなのです。これまでの物があって、電気を使い放
題使う暮らしはもう止めましょう。どんな暮らしが豊かな暮らしか、日本全体で考えるチャンスだと捉え
て、考えを変えて下さい。もうこのままの日本では人類が滅びるまで突き進むことになるのです。止めて
下さい。未来の子供たちのために止めてください。止める事を決めれば次のことが考えられるのです。動
かし続けながら、エネルギーシフトなど有り得ません。止めてから次が考えられるのです。

83
原発ゼロ。地産地消（自分の県で電気はつくる）。

84
本日の意見に基き、原発を廃止せよ。

85
原発、無理ですね。１番ガス抜き、小学校の先生。

86
これ１回だけでいいと思うな。あと１００回くらいやるべきだ。なめてんじゃねーぞ。１４７名、４５
社、１４０、３０名。

87

即時原発を「０」にしてほしい。核廃棄物が満杯状態の中、原発を止めなければ核のゴミはあふれる。二
度とこのような悲惨な事故を日本、世界のどこでも起きて欲しくない。差別や犠牲の上に成り立っている
原発は即時止めよう。国民も自分の暮らしを見直すべきだとも思っている。

88
何回もやって下さい。土日に。

89
原発は今すぐ廃炉の方向で。この声をちゃんと聞いたと云うのなら、０％の原発です。大飯も直ちにｓｔ
ｏｐを。細野さん、福島に寄り添うと約束したのだから、絶対脱原発から廃炉へ。
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90

原発依存度うんぬんを福島県民に聴くのはナンセンス。ほとんどの方がまっぴらだと考えています。安全
でも安価でもない原発エネルギーは世界の斜陽産業。一刻も早く廃炉とすべきです。福島原発事故の犠牲
は、原発の全廃炉の決定以外に選択肢は無いくらい、取り返しのつかないもの。国民は覚悟を決めつつあ
ります。政府も、電力会社も、企業も、御用学者も原発からの卒業を覚悟して下さい。それが大人の責任
です。

91

金儲けの為に国民を犠牲にするのは止めるべきです。２０３０年には人口が１０００万人以上減少、電気
の使用も減少する。供給力を少なく報道、嘘をつくのは止めさせて下さい。福島市からが多すぎます。二
本松、いわき市、会津、喜多方市も含めてバランス良く話をさせたら良いと思います。○○○○２０１２
年７月２７日２６７０万ＫＷ、１４時、原発０％、供給力２７９０万ＫＷ、余力１２０万ＫＷ、５％余
力。○○○○２０１２年７月２７日５０９０万ＫＷ、最大供給力５７７０万ＫＷ、余力６８０万ＫＷ、１
３％余力。２００７年最大使用６１５０万ＫＷ、２００８年最大使用６１００万ＫＷ、２００９年最大使
用５４５０万ＫＷ、２０１０年最大使用６０００万ＫＷ、２０１１年最大使用４９２０万ＫＷ。○○○○
２０１０年夏１５６０万ＫＷ、２０１１年夏１２５０万ＫＷ、２０１２年冬１３６０万ＫＷ、２０１２年
夏１３１０万ＫＷ、最大供給力１５１０万ＫＷ、火力原町２０１３年夏２００万ＫＷ、会津水力７０万Ｋ
Ｗ、新仙台２０１６年夏１００万ＫＷ。１８８０万ＫＷ、５７０万ＫＷ余力。○○○○２０１２年供給力
７月２７日１７００万ＫＷ、最大使用７月２７日１５１０万ＫＷ、１９０万ＫＷ余力。ゼロ原発でも各電
力会社に余力があり、全原発をすぐに廃炉にすべきである。嘘はつかないで下さい。

92

まだ、原発事故収束に程遠い。私達避難している人間がいるのに、まだまだ早いと思う。きちんと原発処
理して、解決してから進めるべき。今の政府は全て中途半端な事をやっているので、一つ一つ解決してか
ら動くべきだと思う。

93

無原発の世界を国自ら示す努力をすべき。本日の資料も原発指向で、全く納得のいくものではない。本日
のパネラーの話、いちいちごもっとも。福島原発地域から「里山」自然文化は消滅してしまい、もう帰ら
ないと思っている。※この気持、とても書きつくせない、以上。

94

まずは、これ以上大量の放射能が放出されることのないように原発事故をきっちりと収束させてほしい。
廃炉に３０～４０年かかると言われているが、チェルノブイリの事故や専門家の意見を聞くと数百年はか
かると思う。政府はプライドを捨て、他の国の意見や技術を取り入れ、とにかく原発事故を収束させて欲
しい。原発に飛行機が落ちたり、竜巻がおこったりしたら大変な事になってしまう。今回の地震の最大余
震もまだ起きていない。明日起こるかもしれないのです。そうしたらどうなるんですか、日本はつぶれま
す。政府、電力会社、原子力ムラの人達、経団連の人達、大企業の人達はどう考えているのですか、自分
達の愛する家族も被爆するんですよ。きっと読まずに捨てられると思いますが・・・。私は決して今は反
原発ではありませんが、福島の事故の事を考えれば原発は動かして欲しくない。でも廃炉にするにしても
技術者が必要。若い技術者がいなくなる事も不安。廃炉を産業にして欲しい。世界にも謝ってく下さい。
このままでは日本は放射能まみれで、日本人は外国に住むしかなくなります。幸せって何ですか。根本的
に日本を変えていかなければならないと思う。

95
全国をまわって国民の声を聞くという事は、とても良い事だと思います。でもエネルギーの選択が何故３
つ？　福島の苦しみを考えたら、０シナリオを国が強行するべきです。

96
原発即ゼロは当たり前。それ以外ない。

97
自分で始末できない原発は廃炉にすべき。

98

国の息のかかった方がいたように感じました。周りを固められ、福島の人間はそんなに怪しいですか、細
野さん。電力会社はそんなに大切ですか。民主党の「はとぽっぽさん」が言った２５％二酸化炭素が嘘に
なるからですか。エネルギーどうこうより民主党が１つになり、今どうしたら一番よいのかを考えて下さ
い。

99
今後もこのような意見聴取の場を広く県民、国民に知らして開催して欲しい。

100
ゼロシナリオ。福島の思いを考えれば、即刻廃炉。原発で作る電気は安いということが疑問だ。

101

民間企業と異なっている電力会社の経営戦略に関わる原発の割合を議論するよりも、原発の規制の強化を
図り、合理的に再生可能エネルギーを普及できるような仕組みづくりが必要。原発の稼働率を下げる、廃
炉にすることで損失が発生するというなら、送電線を買い上げ、その損失に充てることも考えられる。買
い上げた送電線により、発送電分離も実現するのではなかろうか。また、電力会社同士の競争を義務づけ
るような政策も行われてよいのではないか。他の会場で意見表明した方の０％、１５％、２５％の比率も
公表していただきたい。
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102

「原子力発電所は安全だ」という政府（自民党～民主党）に本当に騙されました。「地震の国『日本』に
原子力発電所は無理」ということが今回の大震災で証明されました。子供たちの最善の利益のために、原
子力発電所は絶対ゼロにして欲しいです。

103

３つの選択肢？　これがそもそもの間違い。原発は０にするべき。私達福島県民は国から見離され、捨て
られたのだと思う。県外出身者で老後は故郷でと思っていましたが、福島で家庭を持った子供のため、孫
に何か出た場合、心の支えが必要となるかもしれないから帰ることも出来ません。市内の我が家は部屋の
中でも毎日０．３マイクロシーベルトから下がりません。原発の利用は人類の滅亡です。冷房効きすぎ、
節電するべき。

104

原発技術が通常技術と違うのは、廃棄物処理が現段階では不可能とみられている点で、しかも万が一事故
がおきたら（実際起きたのだが）取り返しのつかない被害をもたらすという点で、特異な技術というべき
である。通常技術と同じような取扱いで（改善策）安全策をとれば、「それで再稼働してもよい」という
政府の考えはいったん被害を受けた県民から到底容認されるものではない。全国民は問題としてどこま
で、深刻にとらえているとは思えない。我々はこれまで長年税金を納めてきたが、それはこういう非常時
のためである。全ての県民に、あらゆる要求に当然賠償されるべきである。国家への信頼を失った。これ
が悪点だ。原発事故が収束していないと県民がいうのは、これから政府の工程表でも４０年間廃炉まで時
間があるが、今の仮修復の状態でまた、地震ｏｒ津波が生じないとは限らないわけで、それはまた極めて
危険な状態が４０年間続くからだ。将来発生しうるかもしれない病気への不安。晩成症状というのが放射
線被爆の特異性であるといわれる。この特異な技術である原子力、もはや平和利用、軍事利用という分け
方に根本的な疑問を国民は持ったのではないか。とすれば、即刻＜原発０％＞というのが残された選択肢
であり、それ以外は有り得ない。国民の生命と財産を守るのが国家の責任である。それが正当だから国民
は国家への義務を引き受ける。その責任を国家が果たしているとは思えない。こういう国家に国民＝県民
は税金を払う義務を負われないはずだ。こういう主張の国民が生まれてくる、それは国家そのものの危機
だと思う。Ｐ．Ｓ．浜岡原発を止めさせた時の菅首相の述べた理由が気に入らない。「・・・福島の事故
どころではない、首都圏が、日本が・・・。」という主旨のことを述べた。政府は＜首都圏＞のことを心
配していた。福島は昔も今もみんな東京のために働いた。それを棄てるのか。福島県のための国家ではな
い、日本は。

105
３つの選択肢を提示しておきながら、政府・官僚は最初からゼロシナリオに向かおうとしていない。その
現状で開催しても無意味。

106
エネルギー再検討。

107
脱原発に政治の「カジ」を切るべきです一枚岩として。それ以外に選択肢はありません。

108

どうしていつも豊かさの指標がＧＤＰで語られるのか、経済が豊かでも必ずしも幸せになれるわけではな
い。こんな短い期間の議論で、数人の政府の人間が決めてしまうのはおかしい。時間をもっとかけて、国
民の意見をどのように取り入れていくのかを先に表明して欲しい。間接民主主義の限界がある。国民の意
見が行政、政治に反映されるシステムを早く作ってください。

109

原発はいらない。国民の節電意識を高める（物欲の抑制）。エネルギー消費社会のあり方を考え直すため
に、教育から見直すべき。産業の縮小。政治家、ゼネコンの私欲のために国民の良識を踏みにじるべきで
はない。

110
政府というものが以前と比べ、近いものになったような気がします。

111
細野さんはきっと県民の声を分かっていると思う。原発０を明言出来ないプレッシャーがあるのだろう。
その源と共に戦いましょう。

112
参加して、福島県民はほとんど全て原発ゼロシナリオを主張するのだと実感できた。第４のシナリオ、即
時ゼロを福島の思いとして推し進めてほしい。

113
パブリックコメントで出します。
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※個人情報は伏字にしております。

No エネルギー・環境の選択肢に関する御意見・御質問等

114

エネルギーを論じる時に、どうして「電気を使う」ことありきなのか不思議でなりません。今まで電気を
使わなくても済むことはたくさんあったのに変だと思います。「電気を使う」ことから離れて、エネル
ギー使用を減らし、地球に負担の少ない生活を考えていくべきです。たかだか電気を作るのに原子力は必
要ない、それだけのことです。関係者席に座っている人（政府側の人）に居眠りしている人有。参加者を
侮辱しています（Ｃ－１９に座っていた人）。今日の公聴会が何故平日なのか分かりません。福島県民の
声をあえて聞きたくないのでしょうか。参加者の募集も「インターネットで」というのは、あまりにもお
役所的視点です。お年寄りがみんなインターネットをやっていますか？　子育て中、仕事を持っている人
は、時間が無く、見る時間がありません。こんな周知の仕方だから「アリバイ作り」と言われるのです。
先月２０日の夜の時点でも福島の会場が決まらず、県も、市も聴取会の存在さえ知りませんでした。こん
な状況では本当に国民の意見を聞く姿勢が見えません。もう、まやかしはたくさんです。子供の命を最優
先に守ってください。

115

福島原発はどうなっていますか。４号機はどのように対処するのでしょうか。子供たちの甲状腺を元に戻
して下さい。ヨウ素剤も配られませんでした。誰が責任をとるのですか。福島県民の避難計画を早くたて
て欲しい。また福島で何かあった時、何処に逃げればいいですか。ヨウ素剤を配って下さい。子供の健康
を返して下さい。私の家をもとに戻して下さい。放射能はいりません。自主的避難者への補償をしっかり
やって下さい。福島県民は２０ｍｓｖ／ｙで納得していません。子供たちを避難させて下さい。枝野、野
田、細野、原発を動かしたいのなら福島第一原発で被爆労働をして下さい。あなたたちの子供を原発で働
かせて下さい。福島は人の住めるところではない。国会を福島にもってこい。爆発させた責任をとれ。３
／１１～３／１５までの福島の放射線量を公表して下さい。収束作業をいつまでも○○に任せるな、国で
やれ。

116
原発事故の被災地としての感情論は理解できるが、エネルギー政策は冷静な、合理的な議論が不可欠。国
の将来を左右する極めて重要なテーマなので一時の感情に流されず、賢明な判断をお願いする。

117

誰も止められない。そして責任も取らない原発は、０％しか考えられない。福島を知れば原子力は有り得
ない。○○○○社員も来るべき。政府には腹が立つ。原子力災害は収束していない。この様な中で再稼働
したり、０％以外があり得るわけがない。福島市の除染も終わってなく、バカにしているのか？　先に除
染してから物を言ってほしい。

118

事故が人災であることが認められた（事故調査報告）にも関わらず、責任者の追及が行われないばかり
か、同じ人間がいまだに政策決定に関わっている。また、その背後にいる経済界のリーダーたちも政策に
影響を及ぼしている。最もリスクを被るのは未来の世代であるから、政策決定はシニアのリーダーではな
く、若い国民の意見を重視して行うべきである。勤務する高校の生徒へのアンケートの結果によると、原
発事故を無くすことは不可能で、原子力が無くてもエネルギーはまかなえる。経済性より安全性を優先す
べき、というのが大勢。これは多くの若い国民の考えを反映していると思う。

119

今回の告知の仕方がまずおかしい。福島はネット普及率３０％ですよ。理にかなっていません。本当に意
見を聴くつもりがあるのかな。国民の意見を聴いたのだから、それを政治に本当に反映させてください
ね。少なくとも福島県民のとこだけでもお願いです。

120
原子力発電所はすぐに停止してほしい。文明として、やや低迷するのは仕方がない。

121
原発はいりません。

122
ビルの壁等での発電、レンズ発電、放射熱を利用した発電等でクリーンエネルギーを目指してほしい。原
発なしの意見を聴く会も有って良いのでは？　国営化して原発はするな。消費税を原発、○○に使うな。

123

地震列島かつ、原発のすぐそばに一般住民が生活せざるを得ない程狭い日本には原発があってはならない
のです。太陽の恵み、水の恵、そして風の恵を最大限に活用して、クリーンな生活を目指して下さい。自
然は災害をもたらすこともありますが、無尽蔵のエネルギー源にもなり得るのです。尚、日本は電気の無
駄使いが多すぎます。企業の論理で動くのではなく、休むべき時は休む。２４ｈ営業のコンビニは不要で
す。自販機も多すぎます。夜間眠りにつきたくともつけない医療、福祉現場で働く人を除いては、夜は眠
りにつくような社会にしてほしい。夜間発電された余剰電力を蓄電する方向を早く確立させて下さい。

124

原子力発電は人間に制御できるものではないことが明らかになった。自分達の世代だけでなく、次世代は
もちろん、その先へも重いつけを負わせてしまったのは、私たちの責任である。これ以上の原発稼働はい
かなる理由であるにしても止めるべきである。そのためにはあらゆる知恵を出しあい、原発に頼らない発
電をすべきである。再生エネルギーが未知の領域であるとか、燃料費が高くなるとかは、たいした問題で
はない。原発事故の影響の方がはるかに大きい。

125
今回は「やらせ」無しだったのは良かったと思います。福島県民の意見を全国の人に聴いてもらうように
して下さい。もちろん０％にして下さい。福島はすて石じゃない。
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126
選択を求めることが問題。責任をとれないでいるのだから廃炉しかない。再稼動する気が知れない。

127
原発はいりません。全部廃炉です。

128

１．ゼロに。可及的速やかに原発を停止させるべき（処分方法、場所、被爆労働の強制）。２０３０年ま
で待てない。２．平日ではなく、休日に実施を（女性参画との関係で）。３．電気エネルギーは資本主義
的生産様式においては解決できない。４．生きる為の「産業」が、人類を破滅に導いている現実を直視す
べき。

129

８／１○○にもあった○○○○の話の中で、日本は高度に発展をし、そして世界をリードしていた。その
日本が今回の災害によってこれまでのやり方ではない生き方のシフトが出来る、世界で最初の国になるこ
とができる。世界から大きなパラダイムシフトが求められている。この歴史の転換のチャンスから目を背
ける場合ではない。そして世界の先進国になるべきだ。

130
核を扱う事は倫理的に最悪行為。核にどんな利があるというのか。原発は直ちに廃止して、受益者が可能
な限り、廃棄物の処理をしなければならない。未来に負担を残さないため。

131
「政府とは何か」どうあるべきかを政府自体が真に考えるべき。前半の意見発表者の方々を全国展開で全
国民に対して生で紹介すべき。

132
使用済み燃料の処理方法、責任もって決めましょう。そこから初めて原子力利用の検討ができると思う。

133

わざわざ大臣が来たのなら、意見交換するべき（一方的に聴いて帰っても意味無し）。福島は特別という
意味なら他の所とは違ったやり方をすべきだった。少なくとも郡山市でもやるべき（中心部なので）。福
島県でも、福島市は遠いです。平日と休日やるべき。１１ヶ所は少なすぎる。国民の意見を聴く前に再稼
働決めた反省が全く感じられない会でした。細野の声はうすっぺらいと感じた。水俣病患者のように切り
捨てられると感じた。

134

元の福島を返して下さい。福島の自然、山々を元に戻して下さい。本当のクリーンエネルギーを追求して
下さい。具体策の提案も論点に。事故で取り返しのつかない原発を稼働する事を基本にエネルギーを考え
る事は、私達を見捨てる事と同じと考えます。

135
示された選択肢の背景となる経済規模の予測が考慮されていないのは解せない。２０３０年を待たずに直
ちに原発運転を止めなければならない。

136
ゼロシナリオです。ゼロ以外は福島県民への「侮辱」です。「ゼロ」。

137

福島県では０以外は考えられないと思う。やはり原発の恩恵より苦しみの方を与えられ続けているから。
経済よりも今は命を守り抜く事を優先させて頂きたいですし、そういう事にお金を使っていただきたい。
１５％～の人がいたら、きっとすごく野次られてしまいますね。福島県民の苦しみは福島県民以外、理解
できないのだと思います。電気の為に子供の命を危険にさらす事はいくらお金を積まれても出来ません。
私は電気代が少し値上がりしても、原子力による電気は使いたくありません。燃料費をもう少し安く日本
に売ってくれるように努力して下さい。ＣＯ２とかまで考える余裕がありません。ただ、中間も最終も福
島なのだと思っています。嫌ですが、他に押しつける訳にもいかないですから。これだけ多くの福島県民
が原子力を希望しない事をどうぞお感じになり、そして考え、少し経済が縮小されても、未来の為に２０
年、３０年後、いやそれで難しいのなら１００年後に経済優先にして下さい。けれど福島県民の健康被害
が明確になったなら、それも無理だと思います。

138
０シナリオでお願いします。福島県民を無視した原発再稼働反対。

139
意見を表明したのでいいです。

140
本音はお話しました。次は国が応える時です。

141

原発は破綻したまやかしの技術、人間の手には負えない。全ての原発を即刻ゼロにし、コンパインドサイ
クルや再生可能エネルギーを国家事業として育成促進することにより、日本復活を図る。［理由］①原発
なくとも電力は足りる。②原発なくとも二酸化炭素は下がる（コンパインドサイクルの熱効率４０％アッ
プ）。③原発は破綻した技術。原発はまやかしの技術。④原発は最もコストが高い電力。⑤原発なくとも
電気料金は下がる。⑥原発なくとも雇用は生まれる。⑦原子力は神の領域を冒す。即刻ゼロにすべき。
［詳細別紙参照］⑧原発なければ国民の地域のそして家族の分断もない。⑨原発なければ安全・平和な生
活が保証。⑩脱原発が「日本人の品格」。政府の資料のデタラメさを訂正しろ。
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