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8001 個人 会社
員・
公務
員

60代 男性 原発２０－２５シナリ
オを選びます。

日本は資源の無い国である。福島以後ガス、石油、石炭等の火力で電力を維
持しているがこれは国家の富の損失であり、長くは続かない。再生可能エネ
ルギーを２０３０年までに現在の電力供給量の３０％にしようとする原発ゼロシ
ステムは、国民が電力消費量を現在の半分にする覚悟を決めない限り不可
能である。ドイツ、スペイン、イタリア、北欧諸国が風力、太陽エネルギーの割
合を高めているのは、日本に比べて平地面積が広いこと、人口が少ないこと、
電力使用量が日本の半分以下であることなどによる。日本で優位と考えられ
る地熱発電は環境省が公にしているような規制の緩和はなされておらず、ま
た温泉の権利意識が高く開発はそれほど期待できない。洋上風力もおそらく
は何も対策を打たなければ漁業権の問題で思うような開発はできないと考え
られる。日本は原子力を含めた多様なエネルギー資源の利用を進めなけれ
ば未来はない。今、原子力発電所の稼働を止めれば、原子力の技術を継承
する人材も将来的にはいなくなり、かえって危険な発電所が残っていくことに
なる。

8002 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 提示されている３案
ではゼロシナリオを
求める。理由は１原
子力の安全利用は不
可能２国民の生命を
守るため３大災害の
リスクが高過ぎるの
で４国策としての原発
をやめ、再生可能エ
ネルギーを国策とす
べきであるため。

提示されている３案の中ではゼロシナリオを求める。しかし、２０３０年を待た
ずに即時に原発をすべて廃止する。その理由１原発を安全に産業に利用する
ことは不可能であることは大小の原発事故から明らかである。通常時でも放
射能を排出し、被曝労働を前提としていることは容認できない。２国民の生命
を守ることが国家の最低の役割である。安心して出産育児ができる社会にす
る。後の世代への負担の押しつけはやめる。３ウランは有限で核燃料サイク
ルは不可能なので原子力発電は過渡的エネルギーであるのに事故で国土を
失う可能性が高いのはリスクが高過ぎる。４国策としての原子力発電、電力会
社の独占を止め、再生可能エネルギーを国策とすれば今まで阻害されてきた
再生可能エネルギー産業の発展の可能性は非常に高い。

8003 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

50代 女性 私はゼロシナリオを
選びます。なぜなら
原発が１００％安全で
あるという保障がな
い限り、何％であれ
原発に依存すること
は絶対に危険である
と考えられるからで
す。

-

8004 個人 学生 20代 女性 脱原発依存を支持し
ます。代替エネル
ギーから、自然エネ
ルギーそして宇宙エ
ネルギーを目指すこ
とが理想です。

原子力エネルギーの研究は、最善の安全を確保しながら、地下深くに置き、
事故があっても耐えられ、外部に影響のない形で進めてゆくべきです。（一
度、信じて開発してきたこの文化も安全性を更に進める又は、原子力の、今ま
での常識をくつがえすほどの新発見と技術を目指しての研究なら必要と思い
ます。また失策であった原子力発電は、収束と、あとしまつとすすめねばなら
ないのですから、そちらの研究も放置できないですから。）

8005 - 家事
専業

50代 女性 地震・津波などの災
害が起こるかもしれ
ない、と考えると原発
依存度をゼロにして
ほしい。また、ＣＯ２
排出量を削減するた
め、太陽光や自然エ
ネルギーの開発をし
て、これらのエネル
ギーの比率を上げる
べきだ。

今回の地震・津波による事故は想定外と言われるが、最近の自然災害をみて
いると、一度に多量の雨が降ったり、竜巻が起こったりしているので、また、近
いうちに災害が起これば原発が被害を受けるかもしれない。それに事故から
一年以上経っても自宅に帰れず、生活が変化し、経済的にも精神的にもつら
い生活を送り続けている人たちがいる。私は、今年、静岡から京都に転居し
た。関西では、春から夏の電力不足が心配され、計画停電、経済破綻の話に
及び、原発再稼動をしなければ、たいへんなことになる、とまで言われた。あっ
さりと再稼動は容認されたが、実は、電力は充分足りていて、火力発電は止
めている。結局、関電は、会社の利益のため再稼動したのではないか。また、
新たな再稼動問題も浮上している。ここで、また、災害が起こり、原発事故に
発展したら、関電や政府はどうするつもりだろうか。何かが起こる前に原発を
止めてほしい。

8006 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

40代 男性 ゼロシナリオを支持
し、今すぐ原発ゼロに
する。

以前の私は、政府が脱原発に向けた具体的な見通しを示してくれるのなら、
今すぐ原発をゼロにすべきとまでは思っていませんでした。しかし今は考えが
変わりました。今の野田内閣のやり方を見ている限り、なしくずし式に原発を
再稼動し、３．１１前と同じことを続けようとしているとしか思えません。このよう
な政府に、段階的・漸次的な脱原発を期待できませんので、一刻も早く、すべ
ての原発の停止と廃炉を求めるものです。政府や財界は、原発がなければ電
力の需要を満たすことができず、日本経済がたちゆかなくなると主張していま
すが、信用できません。現に東日本は、原発なしでこの夏をしのいでいるでは
ありませんか。関西電力は原発への依存度が高いので事情が違うというな
ら、その分火力発電所を増設すればすむことです。それまでのつなぎとしてど
うしてもしばらくの間は原発を動かさせてというのならまだ話はわかります。し
かし今すすめられているのは、そのような留保もなく、やみくもに原発を動かそ
うとしているばかりです。たちゆかなくなるのは、電力需給でも日本経済でもな
く、廃炉によって負債が増える電力会社なのではありませんか。もしそうなら、
政府は電力会社を破綻させるべきです。その上で、しがらみのない新会社に
経営をゆだねるべきです。さらに、電力自由化を進め、利用者に選択肢があ
る状態で、燃料費が増えた分料金を値上げするのなら、納得する国民も多い
と思います。



整理
番号

個人/
法人等

職業 年齢 性別 ご意見の概要 御意見及びその理由

8007 個人 無職 60代 女性 どうしても３つの選択
肢の中からというの
であれば「ゼロシナリ
オ」です。しかし、
２０３０年などと悠長
なことではなく、可能
なかぎり早急に「原発
ゼロ」にすべきです。

あれだけの悲惨な事故を起こしながら、まだ原発に依存するという選択肢は
私の感性ではあり得ません。あのようなことが二度と起きないという保障は全
くありません。総理がいくら「自分の責任で」と言っても責任をとれるようなこと
ではないということはフクシマで十分証明されています。（誰も逮捕されず、罪
も問われていません。）多くの人が居住地を追われ、苦悩の果てに自ら命を絶
つ人さえいるのに、そのような人々の想いを、何故、政治家や官僚、財界人の
多くが受けとめないのでしょうか。私は大変悲しいです。チェルノブイリの放射
能汚染で旧ソ連では２６年たった今も人々の苦しみは続いています。放射能
が原因の病気や異常出産に日本が無縁であるはずはありません。このあと何
年も何年も私たちは苦しむのです。権力ある人々の側でなく、弱い立場の人
の側にたって、ものごとを決めて下さい。原子力の利用は「平和」とは正反対
です。何より大切なのは１人ひとりのいのちです。

8008 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

60代 男性 即刻原発は０にする
べきである。

３．１１まで私達は安易に電気を原発に頼ってきたのではないか。原発はひと
たび天変地異が起きればひとたまりもなく、地球規模の汚染が広がり今の人
間の知恵ではおさえる事はできない。又、核廃棄物は処理の方法も無くたま
る一方である。私達は今すぐ原発を０にするべきである。世界をリードする再
生可能エネルギーの開発ができれば日本再生のチャンスともなるのではない
か。

8009 個人 その
他

60代 男性 ゼロシナリオを支持
し、今すぐ原発ゼロに
する。

福島第一原子力発電所事故の技術的・工学的検証が出来ておらず、廃炉へ
の工程も未知数である。第一原発四号機の燃料プールにある使用済核燃料
建屋は非常に危険な状態に有り、今後の状況によっては首都圏も避難をせま
られる。使用済核燃料の処理技術が確立されておらず、最終処分場も出来て
いない。過酷事故が起きた場合の技術的対応が出来ず、コントロール不能に
なり、国土の破滅につながる。

8010 個人 無職 70代 女性 日本は地震大国です
から再びこのような災
害がおこる確率が非
常に高いので何十年
にもおよぶ害をのこ
すものはさけるべき
だと思う

電気を使うことにあたり前のような暮しをして来たことを反省しています。宇宙
から見た日本国土は明るく、近隣国に比べ非常に明るくて無駄をしているよう
に思いました。

8011 個人 家事
専業

30代 女性 ①ゼロシナリオを選
びます。放射線の事
故がおきる原発は、
いらない

-

8012 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 ２０３０年には原発
０％

福島原発で赤ちゃんのミルクの為、水不足の中を走りまわった。こんなことは
二度とあってほしくない

8013 個人 会社
員・
公務
員

50代 女性 ①ゼロシナリオ選択　
地震大国でもあり、
小さな国土の日本。
今回のフクシマと同じ
事が、おきる可能性
大、日本という国がな
くなってしまうのでは
…。

①ゼロシナリオ選択理由　原発により、私達は安易に十分な電力を使えるよう
になったのは確かであるが、今回の地震、津波等により、多くの人々が住む
場所をうばわれる事になった。日本は、小さな国土しかない国なのに、いつど
こでまた地震がおきるかわからない（地震がおきてもおかしくない）程の地震
国である。今回の事故がおきても、安全な対策が行えない、危険な原発は、
使用すべきでない。２０３０年に向けてと言っているが、その前にまた今回のよ
うな事がおきていけば、日本国民は住む場所がなくなり、日本国というものも
なくなってしまう可能性が出てくる。それに使用後の燃料棒の処理対応も今後
大変になってくる。便利になった生活から比べると確かに不便さを感じる部分
もあるだろうが、将来地図から日本という国がなくならない為にも一刻も早く廃
止してほしい。

8014 個人 その
他

60代 女性 ①ゼロシナリオ。地震
国日本では、原発の
コストは莫大になり、
第２のフクシマが起こ
れば、日本経済は大
打撃を受ける。節電
とシェールガスと人口
減で、ＣＯ２排出はか
なり抑制される。直接
処分が安上がりで安
全。

①ゼロシナリオを選びます。・原発が事故を起こした時のコストが計り知れな
いことと、地震国日本の原発が安全でありえないことが解ったからです。現在
節電で電力が足りています。第２のフクシマが起こったら、日本経済は、空洞
化どころか壊滅的な打撃を受けます。再稼動なしで直ちにゼロにするべきで
す。・今後少子化は進み、人口も減ります。日本国民が節電に努力することも
証明されました。電力消費地近くでシェールガスで発電すれば、排熱まで利用
でき、エネルギー効率がきわめて良くなるので、化石燃料消費が少なくかつＣ
Ｏ２排出も少なくなります。原発こそ、エネルギー効率がきわめて悪く、２／３
は排熱となって海を暖ため、地球温暖化の大きな要因となっています。・高速
増殖炉は稼動していないし、これからも見通しはありません。１００％直接処分
以外の方法は、リスクとコストを高めるだけです。・「エネルギー・環境に関する
選択肢」の資料を見ると、現在起こっている深刻な事実を直視しないで、原発
を動かさないと、化石燃料の消費が増大するという近視眼的「事実」ばかりを
クローズアップしているように思われます。「中立的な委員会が作成した資料」
もまた、同様の片寄りがあるのではないかと危惧しています。

8015 個人 家事
専業

70代 女性 「原発ゼロシナリオ」
を希求します。

「人類が原子力をコントロールできない」との証明が福島の事故です。また、
「安全な原発などありえない」ことが証明されたのも福島原発事故です。今回
の「事故調」の報告書でも、地震との関係について「今後の検証が必要」と書
かれているが、いまだ「福島の１号機は、解析中、分析中」とは。このままで
は、どの原発も再稼動は許されません。人類のために原発をゼロにするた
め、自然エネルギーへの転換を日本の国から発信することを、国民の課題と
したい。
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8016 個人 無職 70代 女性 ゼロシナリオを選び
ます

ゼロシナリオを選びます。福島原発事故から１年半すぎ人々はバラバラで生
きている国民を何と思っているのか。事故の原因究明、責任問題、福島県民
の想いをしっかり受けとめる言葉なんて誰でも云える事。一日も早く人として
生きられる様に原発ゼロと世界中に向かって公言する事を。

8017 個人 家事
専業

40代 女性 生命と共存できるエ
ネルギーを選択する
のは当然である。原
発は少しでも早く停
止、クリーンエネル
ギーへシフトしたい。
３つのシナリオの中
では、ゼロシナリオを
目指していきたい。

・原発は少しでも早く停止し、クリーンエネルギーへシフトする。子供が安心し
て育てられる国土を守るべきだ。・大きく方向転換をする時は、困難は当然あ
ると思う。しかし、今の困難を避けるために、子孫に更なる苦難を残してはい
けない。子孫の命を脅かしてはいけない。とにかく、脱原発を少しでも早く実現
させたい。日本と世界で、新しいエネルギーのモデルを作りたい。・国が強く舵
を切らなければ、国民もついてこないと思います。・これ以上被爆者を増やし
たくありません。

8018 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 原発反対、安全なエ
ネルギー開発を。

実際安全ではなかった原発に反対です。又、実質のコストも高い（廃炉費用も
含め）ので、反対します。

8019 個人 家事
専業

30代 女性 放射能も最悪です
し、原発、大丈夫だろ
うかとヒヤヒヤしてい
ます。子ども達の将
来が心配です。

子ども達の健康面も心配ですし、福島の人とは結婚したくないとか言われる
と、せつないし、風評被害がガッカリです。そのつど、きちんと説明し、速い的
確な対応をお願いします。

8020 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

50代 女性 脱原発 人の命より大切なものはないと思います。孫や子供が将来何事もなく、放射線
量を気にしなくて生きて行ける様にして行きたい。現在も週末などを利用して
県外に子供達をつれ出して、少しでも放射線量のひくい所に行っています。金
銭面でもとても大変です。

8021 - 会社
員・
公務
員

60代 男性 原発ゼロ脱原発へ 安心して子どもを育てられる安心確保へ

8022 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 原発以外のエネル
ギー政策

原発エネルギーに頼り過ぎたことで起きた問題。原発以外のエネルギー政策
に取り組み、国民に不安を与えないようにするべきでないか！

8023 個人 自営
業

60代 男性 エネルギー環境に関
する選択肢

即刻原発ゼロを主張する。弱者の身の安全優先

8024 個人 その
他

60代 女性 エネルギー環境に関
する選択肢

即刻原発ゼロを主張する　弱者の身の安全優先

8025 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 いのちをとられ、食べ
る物も汚染され、住
む所もなくなって、人
間もすべての生きも
のも消滅する。

原発は、人間の手でコントロール出来ず、処分もできない。恐ろしいものなの
だ。ゼロにして、そこから他の方法を考えだすことはできる。

8026 個人 無職 70代 女性 ２０３０年ではなく、即
０％の選択をしたいも
のです。（なぜ３０年
ですか？）いかなる
政策もその時そこに
生きる人間のいのち
を無視ないし軽視す
るものであってはなら
ない、それを“政治”
とは呼べないという信
念をもつ者であるか
らです。

福島事故以前から、原子力発電に対し強い抵抗感をもっていました。なぜな
ら、使用済み核燃料の処理をできない。発電所は稼動しつゝ放射能の排出を
０にできない。点検に際して、作業員の被曝を０にできない。こんなにも人命、
すべての生命を擁する環境へのリスクを含みつゝ、事業化へと走る政策。裏
打ちすべきは“科学”であるべきを、あまりにも科学の名から遠い、原発政策
でした。電力使用を極力抑えた、つましい暮しをした市民にも、今回のような事
故の影響は等しく降りかゝります。中でも深刻な避難者の生活、被曝者の健
康問題への対応、除染対策等、何一つ収束を約束できない現状で、大飯原発
の再稼動に踏みきることは狂気の沙汰に映ります。いや、三つのシナリオを通
じて切り札のように差し出されているのは“経済”の旗ばかりです。どこの利権
につながるか、国民の眼は見通しています。人間の、万物の生きる自然への
畏敬を知る、真の倫理と哲学をふまえた政治を切望します。

8027 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 原発ゼロシナリオ 高レベル放射性廃棄物をどう処理するか私達の世代では、どうしようもない事
ははっきりしている。子孫のふたんをこれ以上、ふやさないために、出来るだ
け早く、原発を止めたい。
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8028 個人 家事
専業

60代 女性 危険と隣合せの豊か
な暮しよりも、安全安
心な暮しを望みます。
これから生まれて来
る子供達のためにも

国民が安心して暮らせる国で欲しい。「原子力発電所は安全です」と新聞にお
弁当つき交通費無料の発電所見学ツアーの案内欄、事故がおきないように保
安院等があったはずなのに機能せず、想定外とは余りにも無責任。電力会社
はお金の使い方を誤りました。徹底した安全対策ではなく安全だとＰ．Ｒするこ
とに使い、その費用は私達消費者が負担しました。事故がおきてからは税金
で後始末、国民を愚弄しています。どんなに原子力発電所が安全に設計され
たとしてもテロ攻撃を受ければまた国民は災難を受けます。広島・長崎・福島
もうこれ以上不幸な人々を出さないで欲しい。

8029 個人 自営
業

70代 男性 昨年の福島原子力発
電所の事故は多くの
人々に底知れぬ不安
と恐怖をもたらした。
それは今猶変わると
ころがない。原子力と
云う科学がどれほど
信頼出来るものなの
か？日が経つにつ
れ、その不安が募っ
ている。

原子力発電から生ずる廃棄物、この再生処理、処分方法等科学者の研究、
政府上げての検討を重ね５０年以上にもなる。日本のみならず世界各国未だ
それを解決する方法が見出せていない。こんな状況でも原子力発電所は増加
の一途にある。この地震大国の日本で５４もの原子力発電所が建設され続け
てきたのはどうしてなのだろうか？とても経済優先政策のみがこれだけの数
になったとは思えない。分っている筈である、自然科学者は何を考え推進して
来たのだろうか？昨年の福島原発の事故によって多くの人達が実に多くの事
を学び、考えるようになった。原子力の平和利用という言葉が空しく聞こえ、ま
やかしの言葉以外何の意味も持っていないことを知ってしまった。安全と云う
言葉がこれ程恐ろしい響きを持つものという事を知ったし、現代が後世に計り
知れない負の遺産を残し続けている事も知ってしまった。原子力発電所の問
題は電力だけの問題としては捉えられなくなった。知れば知る程原子力の恐
ろしさと不完全さが心に残る。『地球の何処かで又福島と同じような事が起り
はしないかと』最低限、より安全性と廃棄の処理のしかたがより完全になる迄
全面的に使用を控えなければならないのでは。広島、長崎、そして福島を体
感した我が国は今直ぐに世界に向け非原子力を訴え、先導していかねばなら
ない。福島はその事を日本国民そして世界の人々に教えてくれたのである。
原子力、及びそれが為す発電所は人類の生命と地球環境に直接的に関わる
問題なのである。毎年行われている広島、長崎の平和祈念式典。現在この主
催者は地方自治体で行なわれている様だがこれは本来国家、日本政府が執
り行なわなければならないものだと思う。政府が主体となって世界に向け世界
平和と非核世界を唱えて行く、政府の大きな役割があるのではないだろうか。
原子力の問題は非核に通じる問題であるとも言える。それほど現代のどの国
家に於いても共通する核心的政治課題であるとも言える。軽々に経済の問
題、経済論理で語られるべきではない。その意味からすると今回の多くの国
民から意見を求めている『パブリックコメント』に幾分の違和感を抱く。見識の
浅い意見のアンケートをどう扱おうとするのか？どう解析しようとするのか？
幾分の疑念を感じてしまう。少し次元の違う話だが人は苦しみを知りより賢く
なる。福島の事故で多くの人達は現代科学が信頼出来ない事を知った、文明
に大きな不安を覚えた。人、一人一人が考え行動し始めた。高齢者、女性、子
供が誰彼となく集り、反原発を口にする、デモではない、いたたまれないのだ。
声なき声の小さな叫びなのだ。組合とか学生の連合、政治の団体でもない、
右も左もない。日本の未来を案じて生まれた市民の無名の声である。理性と
良識の響きが聞こえてくる。もしかすると、此処から世界に向かって発信され
る原子力を必要としない市民の本当の平和と安心を求める願いなのだ。明ら
かに福島の事故に学び、日本の社会、民主社会が成長してきた姿ではないだ
ろうか。一筋の微かな希望を感じられるのだが。政府を含め多くの政治家、官
僚、企業、経済人、科学者、知識人、メディア、他この社会で権限を持つ全て
の人達はこの状況を胸に手を当てて正しく認識、そして判断して欲しい。

8030 個人 その
他

30代 女性 ２０３０年度、原発依
存は０％を選択しま
す。原発から自然再
生エネルギーに変え
ていくべきだと思いま
す。日本の技術力で
世界一エコな国を目
指して欲しいです。

理由①使用済核燃はもうすでに８割たまってます。処分できないのにどうすん
の？②政府・原子力安全保安員（？）電力会社を信用してない。③ふるさとを
失ったり、酪農業をやめたりする人をこれ以上出したくない。④これから先、生
きていく日本人に自然豊かなきれいな日本に住んでほしいから。日本をダメに
すんな。意見：原発や再処理場を「安全だ、安全だ」というのなら、首相官邸や
国会議事堂や、カスミガセキに造ったらいかがでしょうか？ついでに言うなら、
東電社員やら首相やら安全だと言うやつ全員、一族で福島に住め。

8031 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

50代 女性 原発ゼロシナリオを
選びます

再び原発事故が起こったときの被害の大きさを考えれば再稼動なんて危険す
ぎる。地震国かつ自然災害の多いわが国に原発があること自体が危険だ。福
島の事故で原発事故の影響がどれほど深刻で長期にわたるか学んでもな
お、原子力エネルギーを欲しがる理由がわからない。放射能の心配のない暮
らしを取り戻したい。安心して子育てできる日本であれば経済が落ち込んでも
生き延びていけるはずだ。子供たちに原発のない日本を残したい。

8032 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 - 現在の電気事情（使用量／電力料金）は、経済環境・国民生活において重要
な事項と思います。その中で、電気料金の大幅な高騰は大きな負担と考えま
す。今後の対応を勧めるにあたり、安全を最優先し、徹底した安全確認／対
策を議論・検証し、経済環境／国民生活に与える影響を充分考慮し進めて頂
きたいと考えます。

8033 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 - 今回の事故で原発の安全性が完璧でないことは明らかです。将来的には原
発は無くすべきと考えますが、現状では、原発の稼動なしには産業経済活動
は成り立ちません。当面は安全性を確保した上で再稼動が止むを得ないもの
と考えます。
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8034 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 - 国民生活及び企業活動にとって電力コストは重要なファクターであり、電気料
金の急激な上昇は避けるべきである。現在提示されている各シナリオは国民
生活に与える影響を、充分に表現されているとはいえない。時間をかけた多
種多様な議論と検証が必要であり、国民に対してのわかりやすい説明が必要
と考えられる。

8035 個人 - - - ３つのシナリオが示さ
れたが、いずれの選
択肢も国民生活に与
える影響は大きく解
決すべき課題が多い
ので時間をかけた議
論が必要です。シナ
リオの中では「２０～
２５シナリオ」が適当
と考えます。

「原子力ゼロシナリオ」は、コスト面及び安定出力エネルギーの供給から考え
てあり得ない選択肢。１５シナリオ、２０～２５シナリオでは、安全確保を大前提
に後者が適当、更に、再生可能エネルギー等の技術開発促進導入促進し、コ
ストミンマム化を図っていくことが重要。～以上～

8036 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 原子力発電は電力の
安価・安定供給に必
要。ただし、安全最優
先し、国民の理解を
得て再稼働を進めて
欲しい。

私は電炉業に勤める会社員です。現在検討されている様に原子力発電比率
を下げる事は電力コストが膨大になり会社が存続出来ず、しいては顧用が維
持出来なくなり生活出来ない事となります。（また、外国との競争に負けてしま
う）電力の安価、安定供給出来る様、まずは安全対策を徹底的に行ない、国
民の理解を得て、早期の再稼働を推進して頂きたいと思います。また、電力
会社へはコスト低減への指導もお願いします。

8037 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 いずれのシナリオも
評価できない。

電気料金や光熱費の上昇は雇用と国民生活に対し多大な悪影響を及ぼすも
のとなっている。日本のものづくり産業はほぼ電力消費産業であり電気料金
の大幅上昇はこれらに対する廃業勧告に等しい。再生可能エネルギーに関し
ても安定的に供給できるものか非常に疑問である。原発事故は大きな問題で
あるが今回のような震災でも充分安全が確保できる防災技術等、もっと議論
すべきであると考える。

8038 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 バランスの取れた需
給調整をすべき

・いきなり０％には現実的に困難・段階をつけて徐々に比率を下げるべき

8039 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 - 再生可能エネルギーへの転換は必要なことと考えますが、膨大なコスト増加
は社会生活への影響が大きいため時間をかけて転換していく必要があると考
えます。シナリオ③のような転換を継続的に進めることが必要と考えます。

8040 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 電力料金が大幅上昇
する想定は、電力多
消費産業に対する廃
業勧告に等しく、電力
多消費産業の雇用が
危機に晒される状況
を看過することはでき
ない。

政府より示されたシナリオは、いずれも、そのまま選択した場合、将来に禍根
を残すことになると考える。政府として、新たなシナリオを提示することが必要
である。新たなシナリオを示すに当たっては、「雇用」と「国民生活」を守ること
を前提とすべきである。このためには、一定の原子力発電を維持することで、
持続的経済成長や低廉で安定的なエネルギー供給を確保し、その上で、日本
が温暖化対策をリードできるシナリオとするべきである。エネルギー問題や地
球温暖化問題は、少なくとも３～５年を目途に検証し、見直しを行なえる様に
柔軟な制度設計が必要である

8041 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 原子力エネルギーが
間違いなのではな
い。安全対策を強化
することにより原子力
エネルギーを有効活
用すべき。「２０～２５
シナリオ」が必要な水
準。

現状の我が国のエネルギー事情からすると原子力エネルギーの必要性は高
い。再生エネルギーへ転換すると電力コストが上昇することは間違いなく、た
だでさえ国内産業の海外移転が進むなかこれに拍車をかけるものである。今
後、進めるべきは原子力エネルギーの安全対策強化および監視体制・組織
の確立を前提とした「２０－２５シナリオ」原子力エネルギー政策である。

8042 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 ・０シナリオ＆１５シナ
リオも責任あるシナリ
オとは認められな
い。・２０～２５シナリ
オでも電気料金の上
昇は大きく、物づくり
日本の事業継続は不
可能。実現可能性の
視点から見直しが必
要。

-

8043 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 将来にわたる、東日
本大震災規模の自然
災害に耐え得る安全
性の確保を担保に原
子力の選択肢を排除
しません。

コスト、安全性をしっかり両立できれば、エネルギー源はあらゆる選択肢を含
むと考えます。但し、東日本大震災による福島第一原発の事故の検証と他の
原発への対策の水平展開完了までは、再稼動は有り得ません。世の中、原
発反対原理主義者と市場原理主義者のヒステリックなイデオロギー論争に終
始していると思います。
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8044 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 エネルギー・環境に
関する選択肢は３つ
のシナリオ共に国民
生活に重大な影響を
及ぼすため、国民生
活を重視した検討が
必要

エネルギー・環境に関する選択肢をみると３つのシナリオ共に大幅な発電コス
トｕｐとなりそのコストｕｐ分を国民に負担せざる得ないシナリオとなっている。
国際状勢及び福島原発事故を考慮すれば、脱原発、自然エネルギー依存率
向上はもっともであるが、それにより国民生活が成立たなくなっては元も子も
ない。原発の安全性向上、ＣＯ２削減はエネルギー政策のみに頼ることなく、
実施の可能性を模索して頂きたい。

8045 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 各電力会社は「総括
原価方式」を止め、
リーズナブルな電気
を供給するべく努力
すること。

電気代が高い理由であり、下がれば原発は不要となる可能性が大きくなる。

8046 個人 会社
員・
公務
員

60代 男性 原子力発電の稼動な
しには日本経済なら
びに国民生活は、な
りたたない。安全確
認の徹底を最優先し
電力の安価かつ安定
供給のため現状の原
子力発電による電力
量スキームを残すべ
きである。

日本経済並びに国民生活は電力によって支えられていると言っても過言では
ない。製造業、特に地球温暖化防止、リサイクル事業である電炉鉄鋼業は、
電力が主食のひとつである。この電力が安価かつ安定的に供給出来ない状
況では、事業そのものが成り立たないと言えます。福島原発事故を契機に電
力スキームの見直が言われてきたが原子力から再生エネルギーへ転換して、
現状の電力単価でかつ、安定供給が可能とは、到底考えられない。電力単
価、安定供給が崩れることは、メーカーの海外移転と空洞化は避けられない。
原子力発電の安全性確保を最優先し、現状の電力スキームを維持すべきと
考える。

8047 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 「国民生活を維持す
ること」を第一に考
え、電気料金の値上
げなしを基本とした、
低廉で安定的なエネ
ルギー供給を確保で
きる新たなシナリオが
必要と考えます。

政策の基本は、「国民生活を維持すること」であり、そのために必要な持続的
経済成長を進めることである。製造業は雇用を含め、国民生活を支えてきた
産業であるが、国内で持続するためには、低廉且つ安定的なエネルギーや電
力の供給が不可欠である。政府の掲げるシナリオ３案は何れも電気料金の値
上げが前提にあり、これでは、家計への負担増大、製造業の衰退による失業
率の増加が懸念され、「国民生活を維持すること」は困難になる。「国民生活
を維持すること」を第一に考え、電気料金の値上げなしを基本とした、低廉で
安定的なエネルギー供給を確保できる新たなシナリオが必要である。

8048 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 - 電力の安価・安定供給は国民生活・経済において必要不可欠。その点におい
て原発稼動は必要条件と考える。原発の安全性を向上させることを前提では
あるが、２５％シナリオが国民にとって最良と考える。

8049 - 無職 70代 男性 - 原発に頼る努力を続けるよりも、止める決断に立つ英を結集することを望みま
す。

8050 個人 家事
専業

70代 女性 産業革命により、転
換の基礎となった技
術的な変革は、産業
革命以前のようなや
り方では世界的な経
済についていけなく
なった。そのために
日本も原子力発電を
利用することになっ
た。

産業革命により転換の基礎となった技術的な変革は産業革命以前のような方
法では世界的な経済についていけなくなった。原子力発電を利用するのであ
れば、安全性を第一に考えるべきだと思う。利用しないのが一番ベストだと思
いますが？その理由は、人間考えて作りだした原子力発電も人間がそれに
よって苦しむことになるのは、悲しい事だと思います。

8051 個人 無職 60代 女性 最終目標：原発ゼロ　
核燃料廃棄物の処理
がきちんとできるまで
の間

できるだけ代替エネルギーを使ってほしい：地熱発電、風力発電、潮力発電、
太陽光発電等。ＣＯ２を減らして次世代の世界中の子供たちによい環境をわ
たしてゆきたい

8052 個人 無職 70代 女性 ・原発の廃棄物を処
理する事が出来ない
のに原発を続ける事
は許せません・自然
エネルギーの開発に
努力すべきです。

-

8053 個人 無職 70代 男性 - 原発はなくさなければなりません。こわれない構造物はあり得ないからです。
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8054 個人 自営
業

40代 女性 地球に優しい生活を
しないと、子孫が困る
事になります。原発
の廃棄物を海に埋め
るというのは永久に
出来る訳ではありま
せん。自然発電に力
を入れるのは勿論の
こと、電気の使い過
ぎを反省すべきで
す。

-

8055 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 - 原発のない社会を！

8056 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 「ゼロシナリオ」を決
定し、自然エネル
ギーの拡大に努力す
べきです。そのことが
新しい日本の経済成
長にも寄与するはず
です。

自然エネルギーの推進により新たな産業を産み環境にも配慮すべきだから。

8057 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 核管理社会の不安 原発を続けることは、将来の子どもたちにどうすることもできない不安を与えま
す。危険な放射能を残すことは、絶対やめなければなりません。

8058 個人 会社
員・
公務
員

20代 男性 原発に頼らず自然エ
ネルギーの拡大
を！！同じ過ちを繰
り返してはならない。

-

8059 個人 会社
員・
公務
員

20代 男性 事故原因の徹底究明
を。

-

8060 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 ゼロシナリオしかあり
ません。

原発を続けることは、将来の子どもたちにどうすることもできない危険な放射
能を残すことです。子どもたちに核のない未来を築くことが私たちの使命で
す。そのためには「ゼロシナリオ」しかありません。

8061 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 将来的には原発の全
撤廃を目指していた
だきたい。

日本は地震大国であり、１００％安全な原子力は不可能ということが今回の福
島の件ではっきりした。そして事故が起こった後でも責任の押し付け合いで、
管理責任がどこにあるかわからないような現状では全撤廃しかあり得ない。
現状では原発による発電量が大きすぎるため、即全廃ということは不可能だ
ろうが、地震、耐久年等を考慮しながら順次廃止、代替エネルギーに移行す
るべき。

8062 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 原発の「安全神話の
崩壊」

３．１１の福島第一原発事故で国が作り上げてきた「原発の安全神話」は崩壊
しました。私たちの命を守るには「ゼロシナリオ」しかありません。これからの
時代、予期せぬ事態はいくらでも起こり得ます。事が起ってからは遅いので
す。

8063 個人 会社
員・
公務
員

20代 男性 - 「ゼロシナリオ」を決定し、自然エネルギーの拡大に努力すべきです。そのこと
が、新しい日本の経済成長にも寄与するはずです。

8064 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 原発の安全神話は崩
れています。ゼロシナ
リオに取り組むことを
望みます。

私達の生活も含めゼロから見直すことをやるべきと思います。
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8065 個人 会社
員・
公務
員

20代 男性 - ３．１１の福島第一原発事故で国が作り上げてきた原発の安全神話は崩壊し
ました。私たちの命を守るにはゼロシナリオしかありません。

8066 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 - 「ゼロシナリオ」を決定し、自然エネルギーの拡大に努力すべきです。そのこと
が新しい日本の経済成長にも寄与するはずです。

8067 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 「ゼロシナリオ」を決
定し、自然エネル
ギーの拡大に努力す
べきです。そのこと
が、新しい日本の未
来、日本の経済成長
にも寄与することにも
なります。

-

8068 個人 会社
員・
公務
員

20代 男性 自然エネルギーが拡
大すれば、原発は必
要ありません。ゼロシ
ナリオに取り組みま
しょう。

-

8069 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 大事故の危険と被害
の巨大さ

福島第一原発事故、国の「安全神話」は崩壊。私達、未来の子供達の命を守
るには「ゼロシナリオ」しかないのでは。

8070 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 - -

8071 - 会社
員・
公務
員

30代 男性 自然エネルギーへの
転換

「ゼロシナリオ」を決定し、自然エネルギーの拡大に努力すべきです。そのこと
が新しい日本の経済成長にも寄与するはずです。

8072 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 - ゼロシナリオを決定し、自然エネルギーの拡大に努力すべきです。そのこと
が、新しい日本の経済成長にも寄与するはずです。

8073 個人 会社
員・
公務
員

40代 女性 特になし -

8074 個人 会社
員・
公務
員

60代 男性 現在、脱原発は、良く
わかるが、はたして、
原発がなくなって、生
活はどうなるのかも
不安になる。原発に
代わる物ができれば
と思うが？

-

8075 - 会社
員・
公務
員

40代 女性 子どもたちの未来の
ために

原発を続けることは、将来の子どもたちにどうすることもできない危険な放射
能を残すことです。子どもたちに核のない未来を築くことが私たちの使命で
す。そのためには「ゼロシナリオ」しかありません。



整理
番号

個人/
法人等

職業 年齢 性別 ご意見の概要 御意見及びその理由

8076 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 「ゼロシナリオ」を決
定し、自然エネル
ギーの拡大に努力す
べきです。そのこと
が、新しい日本の経
済成長にも寄与する
はずです。

-

8077 個人 会社
員・
公務
員

20代 男性 地震国日本での原発
の安全性

今後東日本大震災と同等の地震が起った時に同じような大惨事になるのでは
ないか不安である。

8078 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 「ゼロシナリオ」を決
定し、自然エネル
ギーの拡大に努力す
べきです。そのこと
が、新しい日本の経
済成長にも寄与する
はずです。

-

8079 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 - -

8080 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 - -

8081 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 ゼロシナリオ 未来の子どもたちにとって放射能を残すことは危険。子どもたちのために核の
ない社会を。

8082 個人 会社
員・
公務
員

20代 男性 - -

8083 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 ゼロシナリオを決定
し、資源のない国とし
て身の丈に合った電
力使用をすることが
大事だと思います。

日本国民総使用電力量の見直し（制限）・身の丈に合った電力需給バランス
の確立　発電量に合った供給契約（原発なし、電力会社の安定経営）・飲料等
の自動販売機全面撤去・ネオンサイン等の夜間照明施設の規制。・戸建住宅
の使用電力量の制限。・家庭用燃料電池の開発、普及。

8084 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 大事故の危険と被害
の巨大さ

３．１１の福島第一原発事故で汚染された地域には未だに住民は帰れず、今
もなお各地で基準値を超える放射性セシウムが検出されています。原発をな
くすことが重要であり、「ゼロシナリオ」しか選択肢はありません。

8085 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 脱原発 原発以外の電力発電で発電された電力のみで生活したい。福島のような大惨
事を二度とくり返したくない。

8086 個人 会社
員・
公務
員

20代 女性 「ゼロシナリオ」を決
定し、再生可能な自
然エネルギーへの転
換を目指す。

「ゼロシナリオ」を決定し、再生可能な自然エネルギーへの転換・拡大に努め
るべきです。そのことが、新しい日本の経済成長にもつながっていくはずだと
思います。



整理
番号

個人/
法人等

職業 年齢 性別 ご意見の概要 御意見及びその理由

8087 個人 会社
員・
公務
員

20代 男性 ３．１１の東北地震に
より原発の安全神話
は、崩壊した。

３．１１の福島第一原発事故で国が作り上げてきた「原発の安全神話」は、崩
壊し、このまま原発を続けることは、また地震が起これば、安全性を保つこと
は、不可能でしょう。私たちの命を守ることは、ゼロシナリオしかありません。

8088 個人 会社
員・
公務
員

20代 男性 原発の安全神話の崩
壊

安全神話が崩壊したなかで、私たちや子どもたちの命を守るためには、「ゼロ
シナリオ」しかありません

8089 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 「ゼロシナリオ」を決
定し、自然エネル
ギーの拡大に努力す
ることが、新しい日本
の経済成長にも寄与
するはずです。

-

8090 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 原発の安全性 地震大国日本での原発の安全性が確保されるまで稼働反対。そして、原発０
の世界へ。

8091 個人 会社
員・
公務
員

20代 女性 「ゼロシナリオ」を決
定し、自然エネル
ギーの拡大に努力す
べきです。そのこと
が、新しい日本の経
済成長にも寄与する
はずです。

-

8092 個人 - 50代 男性 大事故の危険と被害
の巨大さ

-

8093 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 なし なし

8094 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 原発を続けることは、
将来の子どもたちに
どうすることもできな
い危険な放射能を残
すことです。子どもた
ちに核のない未来を
築くことが私たちの使
命です。そのために
は「ゼロシナリオ」し
かありません。

福島第一原発事故を受けて、それでもなお原発に依存など、とても考えられま
せん。福島に住む人々の苦労、苦しさ、悲しさを考えたとき、絶対に脱原発を
しなければならないと思います。子どもたちが外で元気に遊ぶことができない
ような環境を生み出す原発は必要ありません。原発はいりません！！「日本
に生まれてよかった！！」と子どもたちが言えるような日本を残すことが、私た
ち大人の使命だと思います。

8095 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 ゼロシナリオ プルサーマルの危険

8096 個人 会社
員・
公務
員

20代 女性 原発は放射能など怖
いのでゼロシナリオ
を決定してほしいで
す。

-

8097 - 会社
員・
公務
員

40代 男性 原発の存続は問題の
先送りに過ぎない。
次世代エネルギーへ
の取り組みを行うべ
きである。

-
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8098 個人 会社
員・
公務
員

50代 女性 - ３．１１の福島第一原発事故で国が作り上げてきた「原発の安全神話」は、崩
壊しました。私たちの命を守るには「ゼロシナリオ」しかありません

8099 - 会社
員・
公務
員

40代 男性 - 東日本大震災により福島第一原発は、放射能事故をおこし地域の生活を一
変させました。原発を続けることは、それだけの危険と隣り合せの生活を続け
て行くことになり将来の子どもたちに負の遺産を残すだけのものと思います。
核のない明るい安全な未来を残すことが我々の使命だと思います。それには
「ゼロシナリオ」しかありません。

8100 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 ひとたび事故が起こ
れば命の危険にさら
されるような原発は、
たとえエネルギーをう
みだすとしても許され
るものではありませ
ん。命＞エネルギー
です。

-

8101 個人 会社
員・
公務
員

50代 女性 - ・原発を続けることは、将来の子供たちに生命の危険を残すことです。子供の
将来が安全である様に原発のない未来が必要です。「ゼロシナリオ」しかあり
ません。・自然エネルギー（太陽、水、風など）の活用も大切です。

8102 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 今回の事故で被害の
巨大さを痛感し、今
後、あってはならな
い。そのためには、再
生可能な自然エネル
ギーへの転換が必要
である

-

8103 法人・
団体等

会社
員・
公務
員

50代 女性 - ３．１１の福島第１原発事故で国が作り上げてきた「原発の安全神話」は崩壊
しました。私達の命を守るには「ゼロシナリオ」しか選択肢はありません。

8104 法人・
団体等

会社
員・
公務
員

40代 男性 大事故の危険と被害
の巨大さ

子どもたちに核のない未来を築くことが私たちの使命です。そのためには「ゼ
ロシナリオ」しかありません！！

8105 個人 会社
員・
公務
員

20代 男性 - ３．１１の福島第一原発事故で国が作りあげてきた「原発安全神話」は崩壊し
ました。私たちの命を守るには「ゼロシナリオ」しかありません。

8106 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 - 「ゼロシナリオ」を決定し、自然エネルギーの拡大に努力すべきです。そのこと
が新しい日本の経済成長にも寄与するはずです。

8107 法人・
団体等

会社
員・
公務
員

40代 女性 ３．１１の福島第一原
発事故で国が作り上
げてきた「原発の安
全性」は、くずれまし
た。私たちの命を守
るためには、「ゼロシ
ナリオ」しかありませ
ん。

「ゼロシナリオ」を決定し、自然エネルギーの拡大に努力すべきです。そのこと
が、新しい日本の経済成長にも寄与するはずです。ぜひ「ゼロシナリオ」にお
願いいたします。

8108 個人 会社
員・
公務
員

40代 女性 脱原発「ゼロシナリ
オ」の推進を！！

原発を続けることは、将来の子どもたちにどうすることもない危険な放射能を
残すことになります。子どもたちに安全な未来を築くことが大切です。そのため
には「ゼロシナリオ」をすすめていきたいです。
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8109 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 原発事故で汚染され
た地域には、いまだ
住民は帰れず、今も
なお、各地で基準値
を超える放射性セシ
ウムが検出されてい
ます。「ゼロシナリオ」
しか選択肢はありま
せん。

大事故の危険と被害の大きさを考えた時、「ゼロシナリオ」しか考えられない。

8110 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 ２０３０年の原発依存
０％へ

「ゼロシナリオ」を決定し、自然エネルギーの拡大に努力すべきです。そのこと
が新しい日本の経済成長にも寄与するはずです。

8111 個人 会社
員・
公務
員

20代 男性 大事故の危険と被害
の巨大さ

「ゼロシナリオ」を決定し、自然エネルギーの拡大に努力すべきです。そのこと
が新しい日本の経済成長にも寄与するはずです。

8112 - - - - - ３．１１の福島第一原発事故で国が作り上げてきた「原発の安全神話」は、崩
壊しました。私たちの命を守るには「ゼロシナリオ」しかありません。

8113 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 再生可能な自然エネ
ルギーへの転換

ゼロシナリオを決定し、自然エネルギーの拡大に努力すべきです。そのことが
新しい日本の経済成長にも寄与するはずです。

8114 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 「ゼロシナリオ」を決
定し、自然エネル
ギーの拡大に努力す
べきです。そのこと
が、新しい日本の経
済成長にも寄与する
はずです。

原発の「安全神話の崩壊」

8115 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 - ゼロシナリオを決定し、自然エネルギーの拡大に努力すべき。

8116 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 - 「ゼロシナリオ」を決定し、自然エネルギーの拡大に努力すべきです。そのこと
が新しい日本の経済成長にも寄与するはずです。

8117 個人 会社
員・
公務
員

20代 女性 ３．１１の福島第一原
発で国が作り上げて
きた「原発の安全神
話」は崩壊しました。
私たちの命を守るに
は「ゼロシナリオ」し
かありません。

大飯原発の再稼動により、他の原発への影響がけ念されます。

8118 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 ３．１１の福島第一原
発事故で国が作り上
げてきた「原発の安
全神話」はくずれまし
た。子どもたちや先
の代まで考えたとき、
「ゼロシナリオ」による
脱原発の選択が望ま
しいと考えます。

-

8119 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 ゼロシナリオの推進 ３．１１の甚大な原発被害を教訓にしなければ、いつかまた同じ事が必ず起き
る。ほかに発電方法が無いならまだしも、自然エネルギーの活用が可能なの
だから、時間をかけてでもシフトすべきなのは明白である。それができないと
いうのは電力会社の企業的な理由としか考えられない。
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8120 個人 会社
員・
公務
員

20代 女性 ３．１１の福島第一原
発事故でわかったよ
うに、原発は危険な
ので、「ゼロシナリオ」
しかないと思います。

今回の３．１１の福島第一原発事故から、原発は危険だと思ったから。

8121 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 ゼロシナリオの推進 -

8122 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 核管理社会の不安 「ゼロシナリオ」を決定し、自然エネルギーの拡大に努力すべき。新しい、日本
の経済成長に寄与するはず。

8123 個人 会社
員・
公務
員

20代 男性 私たちの命を守るに
は「ゼロシナリオ」し
かありません

「ゼロシナリオ」以外ありえません。

8124 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 再生可能な自然エネ
ルギーへの転換

「ゼロシナリオ」を決定し、自然エネルギーの拡大に努力すべきです。そのこと
が、新しい日本の経済成長にも寄与するはずです。

8125 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 放射性廃棄物の処理
問題

原発事故で汚染された地域は未だに家に帰れず、避難生活を余儀なくされて
いるから、早期解決を望みます

8126 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 大事故の危険と被害
の巨大さ。

再生可能な自然エネルギーへの転換をすべき。

8127 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 原発を続けることは、
将来の子ども達にど
うすることもできない
危険な放射能を残す
ことです。子ども達に
核のない未来を築く
ことが私たちの使命
です。そのためには
「ゼロシナリオ」しか
ありません。

原子力利用のプロセスで生じる被爆

8128 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 安全性の確保を考え
るとゼロシナリオしか
ありえないと思いま
す。

今までも、安全性の確保への対策はなされてきたと思います。しかし、最近の
自然災害は私たちの想像をはるかに超えるものが多く、想定外の事が起こり
える為、大事故の危険と被害の巨大さを考えれば、すぐには無理なのかもし
れないが、将来にむけて「ゼロシナリオ」を基本に考えていかなければいけな
いと思います。

8129 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 「ゼロシナリオ」の選
択

原発を続けることは、将来の子どもたちに危険な放射能を残すことになり、核
に依存しない未来を築くことが、現代を生きる者の使命であるから



整理
番号

個人/
法人等

職業 年齢 性別 ご意見の概要 御意見及びその理由

8130 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 東日本大震災に係る
福島第一原子力発電
所の事故において、
原発の危険さや被害
の巨大さが浮きぼり
にされた。その問題
はさることながら、放
射能からの避難生活
を、他地域で送る子
どもには、差別的な
扱いがされていると
聞く。今後平和な日
本を維持するには
「ゼロシナリオ」しか
考えられません。

-

8131 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 ゼロシナリオ ３．１１の事故により原発は危険であるということが証明された今となれば、ゼ
ロシナリオしかありえないと思います。

8132 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 「ゼロシナリオ」により
安全なエネルギー開
発への投資をするべ
き

-

8133 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 - 「ゼロシナリオ」を決定し、自然エネルギーの拡大に努力すべきです。そのこと
が、新しい日本の経済成長にも寄与するはずです。

8134 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 再生可能な自然エネ
ルギーへの転換

原発を続けることは、将来の子どもたちに危険な放射能を残すことです。自然
エネルギーの拡大に努力するとともに地球環境のことを考えるべきです。

8135 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 子どもたちの未来 原発を続けることは、将来の子どもたちにどうすることもできない危険な放射
能を残すことです。子どもたちに核のない未来を築くことが私たちの使命で
す。そのためには「ゼロシナリオ」しかありません。

8136 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 原発の「安全神話の
崩壊」と「ゼロシナリ
オ」の重要性

３．１１の福島第一原発事故で国が作り上げてきた「原発の安全神話」は崩壊
しました。私たちの命を守るには「ゼロシナリオ」しかありません。

8137 個人 会社
員・
公務
員

40代 - - -

8138 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 - -

8139 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 「ゼロシナリオ」を決
定し、自然エネル
ギーの拡大に努力す
べきです。「ゼロシナ
リオ」の他に私たちの
安全を確保する道は
ありません。

自然エネルギーで生活していけることが１番望ましいと思うし、多くの方がそう
思っていると思います。ただ、「ゼロシナリオ」に向けては、本当にそれだけで
生活していけるという確心がないと難しい。電気を当り前に使えると思ってい
る自分達の意識改革も必要だろうし、脱原発できるための準備を作っていきな
がら、ゼロシナリオを目標に進んでいければと考えます。



整理
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個人/
法人等
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8140 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 ２０３０年の原発依存
０％

大事故の危険性と被害の巨大さ、放射性廃棄物の処理問題や地震国日本で
の原発の安全性を考えた場合、再生可能な自然エネルギーへの転換をし、少
エネルギー社会を造るべきと思います。

8141 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 自然エネルギーの拡
大に努力すべき

-

8142 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 脱原発を目指し、再
生可能な自然エネル
ギーへの転換が必
要。

昨年発生した東日本大震災による福島の東京電力の原発事故を受けての地
元の方々の災難を見て、改めて原発の恐怖を覚えた。一刻も早い自然エネル
ギーの転換に向けて努力をお願いしたい。

8143 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 大事故の危険と被害
の巨大さ

原発を続けることは、将来の子どもたちにどうすることもできない危険な放射
能を残すことです。子どもたちに核のない未来を築くことが私たちの使命で
す。そのためには「ゼロシナリオ」しかありません。

8144 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 ３月１１日の福島第
一原発事故で汚染さ
れた地域には、いま
だに住民は帰れず、
今もなお各地で基準
値を超える放射性セ
シウムが検出されて
います。原発をなくす
ことが重要であり、
「ゼロシナリオ」しか
選択肢はありませ
ん。

-

8145 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 再生エネルギーに切
り替えて下さい。

予想もしていない未曾有の惨事により原子力がいかに人類にとって生活や生
命を脅かす恐ろしいエネルギーかということが今回の震災でよくわかったは
ず。都市や街や林が消えてしまうような原子力はいらない。再生エネルギーを
もっと調査研究し、普及拡大を進めるべき。経済の活性化にもつながると思
う。

8146 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 「ゼロシナリオ」を決
定すると共に、自然
エネルギーの活用を
求める。

次世代を担う子供達に安全で安心して暮らすことの出来る環境を整備するこ
とが望ましい。

8147 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 - 原発を続けることは、将来の子どもたちにどうすることもできない危険な放射
能を残すことです。子どもたちに核のない未来を築くことが私たちの使命で
す。そのためには「ゼロシナリオ」しか、ないと考えます

8148 個人 会社
員・
公務
員

40代 - ３．１１の福島第一原
発事故で国が作り上
げてきた「原発の安
全神話」は崩壊しまし
た。私たちの命を守
るには「ゼロシナリ
オ」しかありません。

フクシマの惨事を忘れないで欲しい。さよなら原発

8149 - 会社
員・
公務
員

40代 男性 - 原発を続けることは、将来の子どもたちにどうすることもできない危険な放射
能を残すことです。子どもたちに核のない未来を築くことが私たちの使命で
す。そのためには「ゼロシナリオ」しかありません。
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8150 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 「ゼロシナリオ」を決
定し、自然エネル
ギーの拡大に努力す
るべきです。そのこと
が、新しい日本の経
済成長にも寄与する
はずです。

-

8151 個人 会社
員・
公務
員

20代 女性 ３．１１の福島第一原
発事故で汚染された
地域にはいまだに住
民は帰れず、今もな
お各地で基準値を超
える放射性セシウム
が検出されていま
す。原発をなくすこと
が重要であり「ゼロシ
ナリオ」しか選択肢は
ありません。

-

8152 個人 会社
員・
公務
員

20代 男性 地震大国の日本に原
発が存在すること
は、子ども達の将来
を奪う危険性がある
ということです。子ど
も達の未来、日本の
未来のためには「ゼ
ロシナリオ」しかあり
ません。

-

8153 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 - ゼロシナリオを決定して、自然エネルギーの拡大に努力すべきです　子供たち
に核のない未来を築く事が親である私たちの使命ではないでしょうか　それが
日本の新しい経済発展へとつながっていくのではと思います

8154 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 - 原発ゼロを！

8155 個人 会社
員・
公務
員

40代 女性 「ゼロシナリオ」を決
定し、自然エネル
ギーの拡大に努力す
べきです。そのことが
新しい日本経済成長
にも寄与するはずで
す。

-

8156 個人 会社
員・
公務
員

20代 男性 - 「ゼロシナリオ」を決定し、自然エネルギーの拡大に努力すべきです。そのこと
が、新しい日本の経済成長にも寄与するはずです。

8157 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 大事故の危険と被害
の巨大さ

３．１１の福島第一原発事故で作り上げてきた「原発の安全神話」は崩壊しま
した。私たちの命を守るには「ゼロシナリオ」しかありません。

8158 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 ゼロシナリオしかあり
ません。

３．１１の福島第一原発事故で汚染された地域にはいまだ住民は帰れず、今
もなお各地で基準値を超える放射性セシウムが検出されています。原発をな
くすことが重要であり、「ゼロシナリオ」しか選択肢はありません！

8159 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 核のない未来 原発を続けることは将来の子供たちにどうすることもできない危険な放射能を
残すことです。子供たちに「核のない未来」を築くことが私たちの使命です。そ
のためには、ゼロシナリオしかありません。
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8160 個人 会社
員・
公務
員

20代 男性 脱原発社会に向けた
「ゼロシナリオ」の決
定

「ゼロシナリオ」により核のない社会を目指すべき。また、自然エネルギーの拡
大に努力していくべき

8161 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 原発の停止 原発の停止

8162 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 原子力利用のプロセ
スで生じる被曝の危
険

原発は危険と思う。「原発の安全神話」は崩壊しました。ゼロシナリオしかな
い。

8163 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 大事故の危険と被害
の巨大さ

原発を続けることは、将来の子どもたちにどうすることもできない危険な放射
能を残すことです。子どもたちに核のない未来を築くことが私たちの使命で
す。そのためには（ゼロシナリオ）しかありません。

8164 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 未来の子どもたちに
安全な社会を残すた
めに原発ゼロを。

原発を続けることは、将来の子どもたちにどうすることもできない危険な放射
能を残すことです。子どもたちに核のない未来を築くことが私たちの使命で
す。そのためには、「ゼロシナリオ」しかありません。

8165 個人 会社
員・
公務
員

20代 女性 脱原発 今楽な事だけ考えているのでなく、もっと先を見据えた施策を考えるべき。３．
１１が、最大で最悪ではなく今後更に大事になる可能性は０ではないのだか
ら、生命の不安を未来に残す考えは理解できない。

8166 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 原発の「安全神話の
崩壊」

３．１１の福島第一原発事故で国が作り上げてきた「原発の安全神話」は崩壊
しました。私たちの命を守るには、「ゼロシナリオ」しかありません。

8167 - 会社
員・
公務
員

30代 男性 大事故の危険と被害
の巨大さ

３．１１の福島第一原発事故で国が作り上げてきた「原発の安全神話」は崩壊
しました。私たちの命を守るには「ゼロシナリオ」しかありません。

8168 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 原子力発電所を全廃
してほしいです。

福島第一原発事故で「原発の安全神話」は崩壊しました。日本を守るには「ゼ
ロシナリオ」しかありません。

8169 個人 会社
員・
公務
員

20代 男性 安全性の確保を！ 安全性が確認されていないにもかかわらず原発稼動するのは正しかったの
か。早急に太陽光エネルギーなどの安全性の高いものの開発を。

8170 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 大事故の危険と被害
の巨大。災害時の対
応等危険が多すぎま
す。

-

8171 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 再生可能な自然エネ
ルギーへの転換

「ゼロシナリオ」を決定し、自然エネルギーの拡大に努力すべきです。そのこと
が、新しい日本の経済成長にも寄与するはずです。
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8172 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 早期の脱原発を達成
し、再生可能な自然
エネルギーへの転換
を。

-

8173 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 原発に依存しないエ
ネルギー対策「脱原
発」を推しすすめて欲
しい。

原発には原子炉を停止してもなお、冷却を続けなければ暴走する可能性があ
る。また使用済核燃料の処理など大きな欠陥のあるエネルギー政策であるこ
とを、今回の事故で目のあたりにした。安全性が確保できない限り、原発に頼
るべきではない。私たちの暮らし、命以上に大切なものはない。

8174 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 原発の「安全神話の
崩壊」

３．１１の福島第一原発事故で国が作り上げてきた「原発の安全神話」は崩壊
しました。私たちの命を守るには「ゼロシナリオ」しかありません

8175 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 ゼロシナリオを目指し
て

人間が制御できないものに手を出すことの愚かさが３．１１で明らかになった。
水力発電を見直すべきだと感じる。

8176 個人 会社
員・
公務
員

20代 女性 - 原発を次第に減らしていく方向性で、自然エネルギーや再生可能エネルギー
の拡大に力を入れてほしいと思います。

8177 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 「ゼロシナリオ」を選
択

東日本大震災震源地は、大地震は起きないだろうとされていた地域であり、
地震学の限界が明るみになった。このことから、未知の活断層の調査や、原
発の耐震化が十分になされない限り、現行のまま原発を運用することは難し
いと考える。風力等再生可能エネルギーは安定供給が課題となっているが、
送電網を広範囲にすることで解消を試みるなど、その依存度を高めるべきで
ある。

8178 個人 会社
員・
公務
員

20代 女性 「ゼロシナリオ」を決
定し、自然エネル
ギーの拡大に努力す
べきです。そのこと
が、新しい日本の経
済成長にも寄与する
はずです。

-

8179 個人 会社
員・
公務
員

50代 女性 地震国日本での原発
の安全性のために、
脱原発を目指しましょ
う。

-

8180 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 可能な限り原発依存
をゼロにしてほしい。

人間の力で制御できないということが今回の事故で明らかになった。いかに恐
ろしいものを使用してきたかということだ。危険と背中合わせの生活はもうい
やだ！

8181 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 大事故の危険と被害
の巨大さ

３．１１の福島第一原発事故で国が作り上げてきた「原発の安全神話」は崩壊
しました。私たちの命を守るには「ゼロシナリオ」しかありません。

8182 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 核管理社会の不安 原発の安全神話の崩壊と過去に起きた事故の対応の流れが今回の事故の
拡大につながって原子力安全使用の確立がなされていない。
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8183 個人 会社
員・
公務
員

40代 女性 原発を続けることは、
将来のこどもたちに
危険な放射能を残す
ことです。子どもたち
に核のない未来を築
くことが私たちの使命
です。そのためには
ゼロシナリオしかない

-

8184 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 安心して暮らしていく
為にも、環境につい
ては、深く考えていか
なくてはならないと思
います。今回の災害
で、受けた被害につ
いて、もう一度よく考
え、これ以上の被害
者を増やさない為に
も、たくさんのことを
学んでいきたいと思
います。

-

8185 個人 - 50代 男性 ３月１１日の福島第
一原発事故で国、東
電が作り上げてきた
「安全神話」は崩壊し
た。国民の生命を守
るため「ゼロシナリ
オ」しかない！

日本は、５０年前にも原爆により多くの国民が被爆し、今もその被害に苦しん
でいる。今後も国民のためにも原発にたよらない政策が必要と思う。

8186 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 原発依存度を震災前
の実績値からゼロへ

ゼロシナリオを決定し自然エネルギーの拡大に努力すべきです。そのことが
新しい日本の経済成長にも寄与するはずです。

8187 法人・
団体等

会社
員・
公務
員

50代 女性 原発を続けることは、
将来の子どもたちに
どうすることもできな
い危険な放射能を残
すことです。子どもた
ちに核のない未来を
築くことが私たちの使
命です。そのために
は「ゼロシナリオ」し
かありません。

原発にかわるエネルギー源（自然エネルギー源）にもっと力を入れ、新しい日
本の経済成長にも結がると思う。身近で可能な事は大陽光発電に補助金制
度を導入し、早急な対応をしてほしい。

8188 個人 会社
員・
公務
員

10代
以下

男性 「ゼロシナリオ」を決
定し、自然エネル
ギーの拡大に努力す
べきです。そのこと
が、新しい日本の経
済成長にも寄与する
はずです。

-

8189 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 ゼロシナリオを決定
し、自然エネルギー
の拡大に努力すべき
です。そのことが新し
い日本の経済成長に
も寄与するはずで
す。

-

8190 - 会社
員・
公務
員

30代 男性 福島第一原発事故に
より、原発安全神話
が崩れた今、全くの
「ゼロ」からの協ギを
早急に進めなければ
ならないと思います。

日本全体として、電力量が必要量確保するのに原発に頼らざるえないのか、
疑問がある。

8191 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 ２０年を目標に原発
依存０％をめざす

・自然エネルギー等への変換は、時間がかかると思われるので、２０年ぐらい
をかけても原発依存０％へ、行うべきである
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8192 個人 会社
員・
公務
員

20代 男性 未来世代によりよい
世界を残そう

・私達だけではなく未来世代が住みやすい環境づくりを目指してほしい。

8193 個人 会社
員・
公務
員

20代 男性 再生可能な自然エネ
ルギーへの転換

-

8194 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 「ゼロシナリオ」を決
定し、自然エネル
ギーの拡大に努力す
べきです。そのこと
が、新しい日本の経
済成長にも寄与する
はずです。

-

8195 個人 会社
員・
公務
員

40代 女性 - ３．１１の福島第一原発事故で国が作り上げてきた「原発の安全神話」は崩壊
しました。わたしたちの私を守るには「ゼロシナリオ」しかありません

8196 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 原発の「安全神話の
崩壊」

３．１１の福島第一原発事故で国が作り上げてきた「原発の安全神話」は崩壊
しました。私たちの命を守るには「ゼロシナリオ」しかありません。

8197 個人 会社
員・
公務
員

20代 男性 - ３．１１の福島第一原発事故の被害の大きさを考えると、非常に地震の多い日
本での原発の安全性は低いと思われます。私たちの安全を確保するために
も、「ゼロシナリオ」を決定すべきです。

8198 個人 会社
員・
公務
員

20代 男性 安心して暮らすため
には、原発依存のな
い「ゼロシナリオ」を
決定するべきだと思
います。

福島第一原発事故で多大なる被害が生じ、多くの人々が苦しめられました。
地震によって生じた事故が、多大なる被害を持たらしたという事実は、原発付
近で暮らす多くの人々を苦めています。それは、自然災害が次いつ起きても
おかしくないからです。原発のない環境でしかそのような人々を救う方法はあ
りません。「ゼロシナリオ」しか選択肢はないのです。

8199 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 「ゼロシナリオ」を決
定し、自然エネル
ギーの拡大に努力す
べきそのことが、日本
の経済成長にも寄与
するはず

-

8200 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 大事故の危険と被害
の巨大さ

-

8201 個人 会社
員・
公務
員

- - - ３．１１福島第一原発事故で国が作り上げてきた「原発の安全神話」は崩壊し
ました。私たちの命を守るには「ゼロシナリオ」しかありません。

8202 個人 会社
員・
公務
員

20代 女性 再生可能な自然エネ
ルギーへの転換

「ゼロシナリオ」を決定し、自然エネルギーの拡大に努力すべき。そのことが、
新しい日本の経済成長にもなるはずです。
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8203 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 「ゼロシナリオ」を決
定し、自然エネル
ギーの拡大に努力す
べきです。そのこと
が、新しい日本の経
済成長にも寄与する
はずです。

-

8204 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 「フクシマの惨事を忘
れない～さよなら原
発～」集会へ参加す
ることにより脱原発へ
の思いが強まった。

・事故原因の徹底究明を行い、二度と被害のおこらぬよう、そして、この惨事
をだれもが忘れてはいけないと考えます。

8205 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 再生可能な自然エネ
ルギーへの転換

原発事故の恐怖が現実となっている今、自然エネルギーの拡大に努力すべき
だと思う。

8206 個人 会社
員・
公務
員

20代 男性 - 原発反対。自然エネルギーへ転換しよう。

8207 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 - 早急に原発を全廃止するのではなく、代替エネルギーの開発、推進を行って
将来的にゼロになるようにしていってほしい。工場や一般家庭でも日々節電
の努力を行っているが、日本全体で意識を変えて行かなければ、ならなかっ
たり本当に必要な所まで無理に節電が行われたりしている。なので早急な代
替エネルギーの開発を行っていただきたい。

8208 個人 会社
員・
公務
員

40代 女性 - 原発を続けることは、将来の子どもたちにどうすることもできない危険な放射
能を残すことです。子どもたちに核のない未来を築くことが私たちの使命で
す。そのためには「ゼロシナリオ」しかありません。脱原発を心より、願いま
す！

8209 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 安全なエネルギーの
生産へ

自然エネルギーによる電気の生産の拡大を行ない新しい産業による雇用の
拡大を図る

8210 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 - 発展途上の自然エネルギーの拡大に努力すべきです。そのことが、新しい日
本の経済成長にも寄与すると思います。よって「ゼロシナリオ」を決定して頂き
たいと思います。

8211 個人 会社
員・
公務
員

40代 女性 人類の長い歴史の中
で放射能という方法
でエネルギーを使う
ようになったのはほ
んの最近のことで
す。地球を大切にす
るうえで、生命を危険
にさらす可能性の高
い原発には依存すべ
きではないと考えま
す。再生可能な自然
エネルギーへの転換
を希望します。

人々が安心して安全に暮してゆくために、人は日々努力し、発展しているよう
に思います。経済を発展させてゆくためにエネルギーは必要ですが他の人達
の安全を奪ってまで経済を豊かにし、必要以上に生活を高度化させることは
無意味だと思います。「ブータン王国」が言う幸福とは、自分自身の考え方で
変っていくようです。今、私達も本当の幸福とはと考え直し、自分達の生活の
快適度を下げて、全ての人が安心して安全に暮していけるよう技術開発に力
を入れて下さい

8212 個人 会社
員・
公務
員

40代 女性 東日本大震災のよう
に、災害発生時など
大事故がおこる危険
性が高まり被害が巨
大になることが考えら
れるため原発依存
０％を希望します。

理由として①いくらリスクを想定して事故がおきない対策を講じても１００％事
故を防止できるとは考えられません。②事故が一度おこると被害は甚大で生
命に直結することになります。また後世にも負の遺産をのこすことになるから
です。
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8213 個人 会社
員・
公務
員

50代 女性 ・大事故の危険と被
害の巨大さと被爆・原
発の安全神話の崩壊

３．１１の福島第一原発事故で国が作り上げた「原発の安全神話」は崩壊しま
した。この事故で汚染された地域にはいまだに住民は帰れず今も各地で基準
値を超える放射性が検出されています。原発を続けることは、将来の子どもた
ちにどうすることもできない危険な放射能を残すことになります。原発をなくす
ことが重要であり、「ゼロシナリオ」しか選択肢はありません。

8214 個人 - 20代 女性 「原発の安全神話」は
崩壊し、大事故の危
険と被害の巨大さを
痛感した。地震国日
本での原発の安全性
は保障されない為、
再生可能な自然エネ
ルギーへの転換を求
める。

３．１１の福島第一原発事故で国が作り上げてきた「原発の安全神話」は崩壊
しました。原発事故で汚染された地域にはいまだに住民は帰れず、今もなお
各地で基準値を越える放射性セシウムが検出されています。大飯原発の再
稼動により、他の原発への影響が懸命されます。特に伊方原発は最も危険な
原発と言われており、地震が起これば安全性を保つことは不可能でしょう。原
発を続けることは、将来の子どもたちにどうすることもできない危険な放射能
を残すことです。子どもたちに核のない未来を築くことが私たちの使命です。
そのためには「ゼロシナリオ」しか

8215 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 地震国日本での原発
について

日本では、将来的に東日本大震災のような地震がいつ、どこで、どの位の規
模のものが発生するか分かりません。原発は、常に地震発生の不安を持って
おかないといけません。脱原発に向け、本気で取組んでいかないといけないと
思います。

8216 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 「ゼロシナリオ」を決
定し、自然エネル
ギーの拡大に努力す
べきです。そのことが
新しい日本の経済成
長にも寄与するはず
です。子どもたちに核
のない未来を！

-

8217 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 ゼロシナリオ ３．１１の福島第一原発事故で汚染された地域にはいまだに住民は帰れず、
今もなお各地で基準値を超える放射性セシウムが検出されています。原発を
なくすことが重要であり「ゼロシナリオ」しか選択肢はありません。

8218 個人 会社
員・
公務
員

20代 女性 ゼロシナリオにそって
脱原発を目指す。

ゼロシナリオを選択することで、国全体で脱原発を目指すことにより、自然エ
ネルギー等の研究・開発がより進むと思う。そういった面で日本の技術等を進
歩させ、経済活動等に活かすという道もあるのではないだろうか。

8219 個人 会社
員・
公務
員

20代 女性 今いる私たち、これ
から生まれてくる子ど
もたちの未来を守る
には「ゼロシナリオ」
しかありません。

震災後、放射能の影響を心配する声がたくさん聞かれています。その不安を
なくすためには、もとからなくさなければならないと思います。

8220 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 原発の安全神話の崩
壊

地震や風水害に耐えられると信じられてきた原発は崩れ、安全とされるもの
がなくなる。将来的なエネルギーの見直しを図っていくべきである。

8221 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 原発ゼロを目指し、
自然エネルギーの拡
大方向へ切り替えて
いくべき。

-

8222 個人 会社
員・
公務
員

20代 男性 原発の安全性が疑わ
れ、事故が起こると
大きな被害が長期間
に及ぶことなどから、
原発は廃止すべきだ
と思う。

-

8223 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 内部被爆による新た
な差別問題

伊方原原発から３０ｋｍ・５０ｋｍ圏内の範囲には中国地方九州地方が入る　
再稼動には立地自治体だけでなく周辺地域の同意が必ず必要であるし今回
の事故も関東の電力のために福島やその周辺が犠牲になりました。日本国
民全員の安全確保には「ゼロシナリオ」しかありません
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8224 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 原発依存０％をめざ
すべきである。

・地震国日本では原発の安全性が確保できない。・放射性廃棄物の処理問題
が解決できない

8225 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 自然エネルギーの拡
大に努力すべきで
す。

-

8226 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 脱原発には、賛同す
るが、自然エネル
ギーの確保ができて
から、実行すべき。

利用者に金銭的負担がかかる

8227 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 ③つの選択肢のうち
原発依存０％の①を
望みます。

３・１１の福島第一原発事故で汚染された地域にはいまだに住民は帰れず、
今もなお各地で基準値を超える放射性セシウムが検出されています。原発を
なくすことが重要であり「ゼロシナリオ」しか選択肢はありません。

8228 個人 会社
員・
公務
員

40代 - - 子どもたちに核のない未来を築くために早急に原発をゼロにすべきです。

8229 個人 会社
員・
公務
員

50代 女性 - 「ゼロシナリオ」を決定し、自然エネルギーの拡大に努力すべきです。そのこと
が、新しい日本の経済成長にも寄与するはずです。

8230 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 - ゼロシナリオを決定し、自然エネルギーへの転換を早急に進めるべきです。

8231 法人・
団体等

会社
員・
公務
員

40代 男性 脱原発に向け、政府
はあらゆる手段を講
ずるべし。（ドイツを見
習うこと）

-

8232 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 - 原発を続けることは、将来の子どもたちにどうすることもできない危険な放射
能を残すことです。子どもたちに核のない未来を築くことが私たちの使命で
す。そのためには「ゼロシナリオ」しかありません。

8233 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 「ゼロシナリオ」 ３．１１の福島第一原発事故で国が作り上げてきた「原発の安全シナリオ」は
崩壊しました。私たちの命を守るには「ゼロシナリオ」しかありません

8234 個人 会社
員・
公務
員

20代 男性 - 「ゼロシナリオ」を決定し、自然エネルギーの拡大に努力すべきです。そのこと
が、新しい日本の経済成長にも寄与するはずです。

8235 個人 会社
員・
公務
員

20代 男性 - 大飯原発の再稼動により、他の原発への影響が懸念されます。特に伊方原
発は最も危険な原発と言われており、地震が起これば安全性を保つことは不
可能でしょう。「ゼロシナリオ」の他に私たちの安全を確保するみちはありませ
ん。
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8236 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 - 原発は将来的にはない方がよいが、安全性と需用のバランスを考えて、縮小
する必要があると思います

8237 個人 会社
員・
公務
員

20代 女性 原発問題も大切だ
が、国民の生活が
もっと大切だと思う。

福島の方々の生活が心配です。これからどうなるかをもっとしめして欲しいと
思います。

8238 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 - 将来のために、原発をなくし核のない生活を望む。

8239 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 - 「ゼロシナリオ」を決定し、自然エネルギーの拡大に努力すべきです。そのこと
が、新しい日本の経済成長にも寄与するはずです。

8240 個人 会社
員・
公務
員

20代 男性 - 原発を続けることは、将来の子どもたちにどうすることもできない危険な放射
能を残すことです。子どもたちに核のない未来を築くことが私たちの使命で
す。

8241 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 地震の多発する日本
での原発の安全性

地震が多い日本で、安全性が確認されていないまま建設しており、災害時の
対応についても、安全性が確保されていないままになっている　本当に原発
が必要で、他で電力をまかなえるものがないのか疑問である

8242 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 - -

8243 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 原発の「安全神話の
崩壊」

地震国日本での原発の安全性の不安

8244 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 原発の安全性につい
て

福島近郊で原発事故依頼、安全性や人間への影響等が報道でも問題視され
ていましたが、この１年の動きを見ていると放射性廃棄物の処理は何も進ん
でいないように見受けられる。１部の地域での問題ではなく、日本全体に汚染
が拡散しないのかが、不安である。

8245 個人 会社
員・
公務
員

20代 女性 「ゼロシナリオ」を決
定し、自然エネル
ギーの拡大に努力す
べきです。そのこと
が、新しい日本の経
済成長にも寄与する
はずです。

大飯原発の再稼動により、他の原発への影響が懸念されます。特に伊方原
発は最も危険な原発と言われており、地震が起これば安全性を保つことは不
可能でしょう。「ゼロシナリオ」の他に私たちの安全を確保するみちはありませ
ん。

8246 個人 - 50代 男性 - -

8247 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 大事故の危険と被害
の巨大さ

地震国日本での原発の安全性が崩壊した現状での原子力利用が問題であ
り、今だ放射性廃棄物の処理問題も多大で見透しがない。今後は再生可能な
自然エネルギーへの転換を視野に入れての問題解決が重要とあると考える。
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8248 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 大事故の危険と被害
の巨大さ

原発の「安全神話」が崩壊した現時点では、ゼロシナリオの選択しかない。

8249 法人・
団体等

- - - 私達個人としては、ど
のような協力が必要
なのか…？今までの
ぜいたくがあたりまえ
（？）の生活を見直
し、無駄なエネル
ギーをなくし、自然エ
ネルギーにつながる
よう…家族で話し合
い、節電につとめる
事を約束します。

私達は東日本大震災という悲劇的な大惨事を経験し、科学技術の恩恵を受
けながら、又、その恐しい現実を見せつけられ、その結果核廃棄物の保管、
責任を私達、子孫に半永久的に負わせる事になってしまいました。これから
先、これ以上の犠牲者を出さないためにすべての原発を廃棄し、私達の生活
が穏やかになりますよう取り組んで下さるようお願い申し上げます。

8250 個人 無職 60代 男性 ゼロシナリオを支持し
ます

絶対起こらない事故が起きてしまった以上このまま稼働を続けたら必ず事故
は起きると思う。１００年に一度の災害なんて当面はないと思うのは間違い。
２０３０年とはいわず脱原発を掲げたならば即再生可能エネルギーにシフトす
べく政策を実行すべき。２０３０年まで１８年もある。現時点で電力が不足して
いるのかギモン。当面の不自由、経済の減退はがまんできると思う。もう一度
やりなおす機会であると思う　使用済核燃料を直接処分する政策を進め技術
の推進を計ることが得策と思う

8251 個人 家事
専業

60代 女性 原発ゼロをめざして
安心できる環境を願
います。広島と長崎
の人々の苦しみを忘
れないはずです。

原発以外のエネルギー開発をと思うから。

8252 個人 会社
員・
公務
員

60代 女性 原発比率は３０％以
上が必要と考えま
す。

再生可能エネルギーは、我が国の地勢・規模・経済性などを考えると、基幹エ
ネルギーにはなり得ないと思います。化石燃料も温暖化問題があり、利用は
抑制すべきです。我が国の技術力を持ってすれば、原子力発電の飛躍的な
安全性向上が可能のはずです。原子力発電の安全性を向上させて、これを積
極的に利用するのが最適の選択と考えます。

8253 個人 その
他

30代 女性 原発ゼロシナリオを
選びます！！

原発ゼロシナリオしかありえません！！地震の多い日本に原発をつくったこと
自体、世界の非常識。二度も原爆を落とされ、第五福竜丸の事故やＪＯＣの臨
界事故を経験したにも関らず、それでも電気が足りない、産業が、経済がだめ
になるなどと根拠のない理由で危険な巨大湯沸器を推進することは異常とし
か思えません。その背景には政治家たちの様々な思惑があることはわかって
います。「国民を守るため」とか言って再稼動させた国を信用することはもうで
きませんが、自分の意見を発信できるせっかくのチャンスなので参加しまし
た。政府はきちんと国民の意見を聴き、省エネにつとめ、再生可能エネルギー
の導入、普及こそ推進すべきです。電力会社の独占体制を改善し、発送電分
離を実行して下さい。さらに原子力ムラを解体し、問題だらけの原子力規制委
員会の人事も即刻、撤回して下さい。

8254 個人 無職 60代 女性 「原発ゼロシナリオ」
を支持します

現実に原発事故が起きたら収束が不可能。人間の力では、どうしようもないと
いう事を、現在経験している。でき得る限りの事故解明、処理、回復、もちろん
人間の生きていく事にかかわるすべてを、しなくてはならない。それすら誠実
にされていないのに、再稼動とは、考えられない。言語道断、人間のやること
とは思えない。３・１１以後、生き方、考え方が変わりました。多くの人がそうで
すね。原発ナシで暮せます。まずは被災された方たちの人間回復を。同時に
東電、国は事故を明らかに開示すべき。

8255 個人 無職 70代 男性 原発反対 ・福島の原発事故により、身の危険をより強く感じる。・原発に頼らない、平和
な国を望む。

8256 個人 無職 70代 女性 原発反対 ・未来ある子供達の為を考えるならば、原発のない安全な国作りを願います。

8257 個人 会社
員・
公務
員

20代 女性 原発反対 チェルノブイリ以上の被害が出ていること、これから先の人々への健康に対す
る影響に政府は責任を持てるのか！？

8258 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

60代 男性 原発反対！ 日本は地震列島。福島と同じ、あるいはそれ以上のレベルの地震が起こった
ら、また大変なことになる。直ちに廃止するべき！
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8259 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

30代 女性 再生可能エネルギー
発電への移行を積極
的に実行し原発や化
石燃料に依存しない
政策にまじめに力を
入れて欲しい

今までのエネルギー政策はまちがっていたことに身をもって気付かされている
にもかかわらず変えようとしない変わろうとしないことに疑問を感じる。国の政
策は国民の意識とはずれているように感じる　民主主義国家ではあるが、国
民の本当の声、意志が届かないのが現実だ。日本人の国民性なのか、なか
なか声をあげないままでいたのでは何もかわらないだろう。意見をのみ込む
のではなく、伝えていくことが大切なのではないか、と考える。国民１人１人の
意識も自己中心的ではならないと思います

8260 個人 無職 70代 女性 ①の「原発ゼロシナリ
オ」を選択します。な
るべく早期に原発を
ゼロにすることを支持
します。

安全とされていた原発が実際に事故が起きてしまいました。あぶなくて、ひと
のからだに悪いものは二度と使うものではないと思うからです。孫たちに安心
して暮らせる世の中を残したいからです。

8261 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 提示されている全て
のシナリオとも、大き
な負担を個人・企業
に与えるものである
ため、新しいシナリオ
を提示すべきである。
新たなシナリオは「国
民生活」を守ることを
前提とすべきである。

「０」シナリオについては、電力ソースを限定してしまうものであるため、認める
ことは出きない。「１５」シナリオは単純に判断の先送りをしているものであるた
め認めることはできない。「２０～２５」シナリオについては原発を維持するもの
であるため、評価はできる。しかしながら、各シナリオとに再生可能エネル
ギーへの実理可能性が不透明であるため、新しいシナリオを作成する必要が
あると考えられる。全てのシナリオの結論が、電力価格増というのは３つのシ
ナリオの意味が無いように思われる。

8262 個人 無職 70代 男性 原発事故の被害はあ
まりにも大きすぎま
す。経済的にも、事故
の補償、自治体への
援助などを含めると、
大きなものです。太
陽エネルギー、風
力、地熱、その他の
自然エネルギーの利
用をもっと強力に進
めるべきです。

エネルギーの転換は原発０政策がなければ、なかなか進まないでしょう。

8263 - 無職 80代
以上

男性 ①の０％を支持しよ
う。惨事発生後に
「やっておけばよかっ
た」が余りにも多い。
人間の知恵、科学の
進化を無限に考える
のは無理。戦国時
代、明治、大正時代
にも人間の幸福は
あったではないか、
「ひと」と「他の生物」
との違いも考えてみ
よう。

左記のとおり。

8264 個人 その
他

70代 女性 核と生命とは共存で
きません。広島長崎
の原爆以来７０年近く
核による被害が続い
てきました。地球は人
類だけのものではあ
りません。子供達や
全生命のために即刻
核利用はやめて下さ
い。

何世代にもわたって遺伝子レベルで影響を与える核汚染の恐ろしさは、すで
に証明されています。何世代にもわたって少しずつ生命を危くしてゆきます。
また、死の灰、核廃棄物の処理も大問題、これ以上、最悪の毒物、プルトニウ
ムを地球にためこんではなりません。限りあるウランはそう遠からず資源不足
になりましょう。即刻核による開発をやめ、自然エネルギーへの転換を求めま
す。５４基の廃炉には何十年もかかります。これ以上の苦労を国民におしつけ
ないで下さい。孫子の世代のためにきちんと考えて下さい。だまさないで下さ
い。

8265 個人 無職 70代 男性 ゼロシナリオを支持
し、今すぐ原発ゼロに
する。私は原発ゼロ
シナリオを支持します

私は原発ゼロシナリオを支持します。政府は原発事故とその後の対応につい
てうそを言わず実体をありのまま国民に報告すべきです　新しいエネルギー
の開発に総力をあげ政治生命をかけて何よりも最優先してとりくむべきです。

8266 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

60代 女性 ゼロシナリオ 電力供給に不安があるのと、生きていくこと（いのち）そのものに不安があるの
と、その選択をするのなら私は原発ゼロを選びます。それにしても原子力発電
はなんと問題の多いシステムでしょう。それに気づかないのかな？そんなはず
はないですよね
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8267 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

60代 女性 まどわされず、いのち
とは何かを我が身に
照らしあわせて、捉え
直そう。このいのちが
どれほど、この星に
よって無言のうちに
生かされているか
―。原子力発電は、
いのちと共存できな
い。意識を変えよう。
持続可能な社会の確
立の中にしか、生き
のびる道はない。０％
にしましょう！！

３．１１の体験により、大自然の営みは、人間の知恵をよせつけないものであ
る事が分かった。人間に完壁はない。「原子力の平和利用」などという、うたい
文句も広島・長崎への行為を正当化する為のごまかし、こじつけにすぎない。
もうだまされない。暴走する原発が、いのちを暮らしを国土を破壊するのを見
た。他者のいのちと自分のいのちを同列で考えられぬ者に、政治を行う資格
も企業を経営する資格もない。経済の為に原発が必要というのは（電気の単
価云に）思慮の浅い、机上の不毛な空論である。原発に依存するのは、自分
で自分の首を絞めるようなもの。核廃棄物の安全な処理方法も確立できない
まま、よくも、原発を稼動してきたものだ。３．１１から、人は何を学ぶのか。そ
の生き方は、まちがっているよ、という手痛い示唆ではなかったか。この星も、
人も、宙も、同義同質。生と死の循環の中に生きている。原子力（核）は、この
循環からはずれている。この地上に、生きている者の中で、誰も、引きとり手
のない、いのちをおびやかす廃棄物を出し続ける原発はあってはならない。電
力会社を温存させた政府（我身かわいさに）。潰したにしても温存したにしても
最後は国民の税金が、使われる。目先の利に血道をあげるのでなく、大局に
立ち、未来を見通した指針を。地球は、大変動の時期に入っている。資源も、
再利用によって、浪費をさけるべき。そもそも「利潤」に嘘が混じっている。循
環型社会への移行の中に、質の高い豊かさがある。未来がある。

8268 個人 家事
専業

80代
以上

女性 原発はいずれ生物の
破滅につながっていく
ものです。（脱原発）

国民はもっと省エネに取組み政府は代替エネルギー研究開発に全力を投入
して安心して生きて行ける世の中を作って下さい。

8269 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 原発はすぐに全廃す
るべき

・新エネルギーに資本を集中する事によって世界最先端のリサイクル国家を
目指す・送電分り、電力会社解体して高コスト体質を変革する

8270 個人 家事
専業

70代 女性 原発に反対です 原発から出てしまう廃棄物を完全に無毒化する技術が確立しないかぎり、原
発には反対します。子孫に対し、負の遺産を残し続けることなど、あっていい
はずはありません。

8271 個人 自営
業

50代 女性 ①ゼロシナリオを選
びます。４０年廃炉
ルールの厳守と共
に、立地や設備上の
不安（活断層の直
下、至近／脆性遷位
温の異常等）がある
プラントは４０年未満
でも即時廃炉を望み
ます。

地震国・日本で原子力発電を続けることには無理があります。プレートの活動
が活発化している現在、どの原発にも大地震＝大事故の可能性があり、それ
はこの国の終焉につながるものとなるでしょう。日本人の子孫が将来も末長く
この国で生命を育み続けるために、今を生きる国民である私たちは、継続的
な節電と応分の費用負担を実行する覚悟があります。国民の理性と行動力を
信じて「ゼロシナリオ」を国家の選択とされますよう、強く希望致します。

8272 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

20代 男性 原子力発電０％を支
持します。強く望みま
す。

私は、今調理師をめざし、就活中です。子どもの頃より、アレルギーをもつ身
であり、いきおい、食品にも感心がありました。安心して、豊かな自然から、人
間の心身が作られるその食品を摂りたいと願っています。停電は耐えられま
すが、空気放射能汚染は、耐えてはいけないのです。恐怖心を忘れてはいけ
ない。そして、その空気を吸いこんではいけないのです。上手に逃げのびるこ
とが無理難題です。この狭くて、小さな国には、不向きです。リスクが大きすぎ
ます。本当に良いものは、あっけなく簡単で、簡素で、自然の理にかなったも
のであるに違いないと思います。

8273 個人 家事
専業

70代 女性 「原発ゼロシナリオ」
を選びます。

「原発ゼロシナリオ」を選びます。原発も原爆も人間の手による制御は不可能
であることがわかったので、これを用いたエネルギーを選択してはいけない。
これからは、自然エネルギーを推進すべきです。同時に地域分散型のエネル
ギー供給を進めるよう、電力システムの変更をすること。

8274 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

60代 男性 「原発ゼロシナリオ」
を選びます。

「原発ゼロシナリオ」を選びます。アメリカのスリーマイル島の原発事故、チェ
ルノヴィリ原発事故、そして福島の原発事故、この大きな事故以外にも事故が
たびたび起こっています。そのため、放射能により、その土地を離れざるを得
なくなっている人たちの生活をどう考えるのでしょうか。危険な原発以外にも日
本人の知恵と知識を用いれば、電気不足は解決できます。経済よりも命を、
安心を優先させてください。

8275 個人 家事
専業

50代 女性 「原発ゼロシナリオ」
を選びます。

「原発ゼロシナリオ」を選びます。今回の地震・津波を教訓に絶対原発をやめ
るべきです。足りない電力は地熱発電や風力発電などで補えるはずです。日
本にはその技術を十分発揮できる力があると聞いています。いいかげんお金
もうけはやめましょう。それより安心して暮らせる日本をめざしませんか。
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8276 個人 無職 80代
以上

女性 原発を続けることは、
将来の子どもたちに
どうすることもできな
い危険な放射能を残
すことになります。使
用済み核燃料をどう
するかの技術も処分
場所も不確定な中で
原発を動かしていくこ
と反対です。

目に見えない恐怖、このままでは、子どもたちの未来はない。８０を中ばを越
えた身で脱原発の集会に行ってきました。体にこたえたけれどやらなければな
らない。そんな思いを強くしてきました。

8277 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

60代 女性 原発０％を望みま
す。

核燃料廃棄物の処理をどうするのか？温暖化を止めるどころか、環境を破壊
する原発はただちに止めるべき。

8278 個人 家事
専業

60代 女性 原発０で自然に優し
い国をめざして下さ
い。

福島の原発事故の状況をみて心底思うことは人類が到底制御できないものに
頼って生きていくことはこの上なく恐い危険なことだと痛感しました。今更、言う
までもなく、国の役目は国民の安心、安全、財産を守ることです。福島の状況
をみてとてもそれにはほど遠く悲惨な状態が続いています。生活が不便でも
安全、安心が一番です。金より命を選びます！以上。

8279 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

30代 女性 これからの日本のエ
ネルギーに関して。

もうこれ以上、原子力発電所を増やさないで下さい。次に福島の様な事が起
きたら、もうとりかえしのつかない事になります。世界中が日本のこれからを見
ています！大事なのはお金でも一部の人達の権力でもありません！！人の
命です。小さい子供、そしてこれから産まれて来る赤ちゃんに希望を！お願い
します。

8280 個人 無職 60代 男性 原発ゼロシナリオを
選びます。

終末処理等が完全にできないもの、健康や一次産業に影響、被害の及ぶも
の推進は平穏な生活を破壊するため、ことに原発には反対。自然エネルギー
の推進を望みます。

8281 個人 その
他

60代 女性 福島県に於ては選択
肢１、２、３はありませ
ん。速やかな脱原発
だけです。

福島県の現実を見て下さい。原発事故は未だに収束しておりません。今後ど
うなるかも分かりません。電気エネルギーを使って戦略的に進めて来た日本
の経済、その結果経済大国にはなりましたが国民一人ひとりの心は豊なもの
になったのでしょうか。確かに地元行政に於ては、雇用、経済、インフラ等潤っ
たかもしれません。でもそれで済まないのが原発マネーの存在です。お金を
配って約束を取り付ける福島第一原発の７号基、８号基も約束を取り付けてい
ました。私達４０ｋｍ圏内の人間には何も説明も無しに入り口を作って、出口を
作ってこなかった原発事業、どうするんですか。使用済み核燃料棒、数百年も
熱を出し続け、人間に無害になるまで２５万年もかかる。このような物、自分の
会社で責任も取ることの出来ないものを子や孫達に残してしまって良いもので
しょうか。他に選択肢が無いのなら分かります。でも、自然の中の太陽、風、
水、地熱等々、再成可能エネルギーという選択肢があるのですから。

8282 個人 無職 60代 女性 原発ゼロ　発送電分
離←これをやらなけ
ればダメです。

今まで電力がどこから送られてくるのか考えた事もなかった。今この様な事に
なって考えてます。私は戦後すぐの生まれです。不自由な生活もしてきました
ので大昔の生活にもどれとは言いませんが、皆が少しガマンをするという事は
出来るのではないのでしょうか。じゃぶじゃぶ電気を使う生活はもうやめましょ
う。日本はもう成長はないのです。足るを知る生活をしましょう。自然エネル
ギーだったら日本は沢山あります。海と山にかこまれているので

8283 個人 自営
業

50代 女性 ①ゼロシナリオに参
同します。原発はゼ
ロにすべきである。

一基でもあのような災害なのに４０年以上前から人間が触れてはいけないと
言われていた神の領域のものであり、健全な子孫を残す為に、完全に無くす
べきである。

8284 個人 無職 70代 男性 望ましいのは①ゼロ
シナリオ、その為のエ
ネルギー政策の取り
まとめに早急な対応
を望む

-

8285 個人 自営
業

30代 男性 ２０３０年に原発比率
０（ゼロ）％を望む。

廃炉にし代替エネルギーの確保の為の電気料金値上げならば文句はない。
核は破壊以外使い道がない。放射性廃棄物や使用済み核燃料の処理方法も
確立してないのに再稼動させゴミを増やすとは…「責任をとる」と言うが何がで
きるのか？首相にお答え願いたい。ついでに増税も何を目的にしてるのか伺
いたい。話がそれてしまったが広島、長崎、そして東北も終わってない。もし再
び事故が起きれば経済の立ち止まりどころではすまない。諸外国におんぶに
だっこではなく、日本人の手で日本の脱原発への道を拓くのは今だと思いま
す。人間が制御できないモノにいつまでも頼って振り回されている程、日本人
は愚かではないハズだ。
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8286 法人・
団体等

- - - 原発事故原因が未だ
不明確であり、真の
国民的議論もできて
いない状況の中で抽
速に結論を急ぐべき
ではない。

下記の事由により、平成２４年８月に計画されている「革新的エネルギー・環
境戦略」の決定について、延期又は先送りを要望いたします。記　１　事故調
査報告について　四つの事故調査報告書が提出された。どの報告にも共通し
ていることは「きちんと真面目に地震と津波に備えていれば事故は防げたかも
しれない！」ということである。そして、いずれの報告書でも、事故が起これば
取り返しがつかないほどの被害を、周辺地域の環境や住民に与えることが、
事実として明らかにされている。しかし、残念なことに、事故原因は未だ明確
になっていない。黒川国会事故調査委員長が「福島原発事故は終わっていな
い」と指摘しているように、福島県の住民にとっても、苦しみが続いている。四
つの事故調査報告を待たないで、大飯原発は再稼動された。政府は、これか
らも事故原因の究明に取り組み、真摯に原発事故に向き合っていくのか信用
することができない。２　国民的議論について　「革新的エネルギー・環境戦
略」における原発比率については、もっと熟慮の議論をすべきで、取りまとめ
を急ぐべきではない。意見聴取会は、委託会社に丸投げで主体性がなく、やり
方が間違っている。これが批判されると、電力会社の社員は出席しないように
と政府が方法を変えている。コロコロと変わる聴取会が、無意味なイベントだ
ということを、さらに国民に印象付けている。国民的議論として、全国３０００人
から３００人に絞り込んで意見集約を図るとしているが、大飯原発の再稼動
は、町長と県知事に意見を求めて決めておきながら、原発の将来政策につい
ては、関係する首長にすら聞かないというのはおかしい。原発は危険なのだ
から、立地地域を含めて、最優先で意見を聞くべきである。この上で同時に国
民的議論をすれば良い。まず、政治家や県知事、市町村長、経済界など、各
種団体から意見を聞くべきである。そうすれば、代表者は一人では決められな
いから、団体の内部で議論をする。引いては、これが国民的議論につながっ
ていく。もちろん、広くパブリックコメントを実施することや、今回の聴取会も否
定されるものではない。しかし、焦るべきではない。各事故調査委員会の報告
や、その後に明らかになってくる「断層などの原発設置の不信」を前提にする
と、現時点で「原発の将来比率」を決めることには問題がある。３　中部電力社
員の問題発言について　中部電力の課長が、「福島では一人の死者もでてな
い。これからもでてこない」と発言し、さらにインタビューに対して、「原発を止
めたら日本がダメになる」と答えていた。この発言は、言い換えれば「福島原
発の事故は死者がでなかったから問題ではない。」ということになる。つまり、
福島の人々が、逃げたり、除染したり、農作物を捨てたり、生産活動ができな
くなったりしたが、「人は死んでいないし、これからも死なないだろう。だから、
これからも原発は造り続けるべきだ」ということだ。そして、「原発は日本にとっ
て必要だ。（原発をやめて）国を滅ぼすつもりか」とも言っている。福島の事故
は、事故とはいえないとでも言っているように聞こえた。一社員が勝手に意見
を言えるはずがない。これが中部電力の公式見解ということだろうか。中部電
力は、以下の公式見解をホームページに掲載した。「７月１６日に、名古屋市
において開催された『エネルギー・環境の選択肢に関する意見聴取会』におい
て、当社社員の意見の中に、福島第一原子力発電所事故の被災者の方々の
お気持ちを傷つけるような不適切な発言があったことに関して、深くお詫び申
し上げます。その他にも、意見聴取会に当社社員が参加し、意見表明したこと
につき、みなさまから厳しいご意見を多数頂戴いたしました。例えば、・電力会
社の社員は利害当事者であるから、一般国民の意見を聞く場に出るべきでは
なく、意見に耳を傾けるべきだ。・「原子力発電のリスクを過大評価している」と
の意見があったが、そのような一方的な評価はおかしい。等です。今回は、当
社社員の個人的、自主的な参加であるものの、これらのみなさまからのご指
摘は、まことに重大であり、当社として真摯に受け止め、電気事業に携わる者
の役割と責任を、今一度心に決めて、電力の安全、安定、安価な供給に取り
組んでまいる所存です。」中部電力は、課長の発言が「被災者の気持ちを傷
つけるような不適切な発言でお詫びする」としたが、あの言葉の中には、浜岡
原発の周辺で、原発の恐怖におびえて暮らす、福島県と同じ立場にある住民
に対しても、同じ気持ちでいることが正直に表れてしまった。浜岡で事故が起
こっても、せいぜい福島の爆発程度で「（健康についてはわかりませんが）死
にません。何年か避難するだけです。避難も除染も生活対策も補償が支払わ
れるから問題ありません。だから浜岡原発は稼動します！」と言っているのと
同じに聞こえてきた。あの発言は、福島の被災者を傷つけただけでなく、浜岡
原発周辺住民をも不安に陥れた。さらに、福島原発事故を踏まえた国の原発
政策の変更も本気なのか首を傾げてしまう。「国の原子力政策へのさらなる不
信」につながった。原発は「危険だ！」という印象も深まった。これまでは「安全
に万全を期しても事故が起こることがある（残余のリスク）」ということだった。し
かし、先日の発言を受ければ「福島は死ななかったのだから大した事故では
ない。だからこれからも原発は動かします！」と電力が言うのだから、大飯原
発もどこも「危険なまま運転する」ということになる。一番大きな意味は、「危
険」という線引きが変わったことである。「死ななかったではないか！」と言った
意味は非常に大きい。そんな安全基準で、私たちの地域が線引きされようとし
ている。電力会社が「爆発しても放射性物質が洩れても安全」ということだとし
たら、日本語が違う。法律でいえば、社会制度を無視する完全な反社会団体
になりかねない。まさか、「福島の事故では誰も死んでいない」という日本人が
いるとは思わなかった。それは死者がでるかどうかというより、誠意がない。反
社会的で、しかも人間性を感じることもできない。電力会社の中に、そんな思
想がはびこっているとしたらとても悲しい。４　真の国民的議論に向けて　報道
によると、三択以外の意見も聞くというように意見聴取会の内容を変更したと
いう。当然のことだ。国民は多種多様な意見を持っている。また、拙速に結論
を急ぐべきでない。急いで決めれば、さらに政局につながっていくことは間違
いない。原発問題は、政局で決定されるものではない。

8287 個人 無職 60代 女性 原発ゼロシナリオを
選びます

たくさんの誰かの犠牲の上に成り立つ幸せな生活や、経済の成長なんて、望
みませんしありえません。福島の事故処理の見通しも立っていないのに、原
発再稼動や推進はもってのほかです。
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8288 個人 家事
専業

60代 女性 ①原発ゼロに賛成。
再稼動せずにこのま
ま原発がなくなって欲
しい。ドイツのように
自然エネルギーシス
テムに切り替えるべ
きだと思う。日本は太
陽光が豊富なので、
そちらに切り替えて
欲しい。

人類が原発を制御できる事はありえないと思う。無責任に原発を安全だと云っ
て、再稼動する事は、この国が将来人が住めない国土になるかもしれないと
いう事です。現在の原発推進イコウル経済優先の考えは、目先の利益だけの
考えで、もっと将来の国益や将来の国民、われわれの子孫の事を考えて下さ
い。火力発電だけでなく、自然エネルギーもとり入れて、全家屋に太陽光発電
装置をつけて、自給自足的な供給を目ざし、更に皆、省エネに努力すれば、
原発に頼らなくてもやっていけると思う。コスト面でもゴミの処理等お金がかか
ると思う。更に、原発のゴミは狭い国土のどこに捨てたらいいのでしょう。子孫
にこれ以上の負担をかけてはいけないと思う。

8289 個人 無職 80代
以上

女性 - ゼロシナリオ選択　子供たちにこのような恐ろしい原子力発電を残してはいけ
ないとおもいます。地震大国の日本です。安全だなんて誰が云えるでしょう。

8290 個人 学生 10代
以下

女性 げんぱつを一分より
も早くなくしてほしい

げんぱつだいっきらい

8291 個人 家事
専業

40代 女性 「２０３０年に原発０」
ではなく「即刻、原発
０」を主張

大飯原発、志賀原発、敦賀原発ほぼすべての原発直下に活断層。地震国で
ある日本に原発はいらない。政府はすぐにでも再生可能エネルギー開発に尽
力すべきだ。

8292 個人 無職 60代 女性 （１）原発ゼロシナリオ
を選びます。事故が
無くても原発は危険
なので、即廃止して
いただきたいです。

（１）原発ゼロシナリオを選びます。・労働者の被曝なしには動かない原発は要
りません。・地震国に原発は要りません。危険すぎます。・海外の使用済み核
燃料を処理する案（報告書）があるそうですが、絶対にやめていただきたいで
す。

8293 個人 無職 80代
以上

女性 （１）原発ゼロシナリオ
を選びます。地震の
国には原発は要らな
い。

（１）原発ゼロシナリオを選びます。原発は即廃止して下さい。

8294 個人 無職 70代 男性 ゼロシナリオ…人間
が未だコントロールが
できないものは例え
経済的に優位であっ
ても使用すべきでは
ないと思います。地
震列島日本にあって
は原発事故がいつど
こでも起る可能性が
高いと考えます。

-

8295 個人 無職 60代 女性 ２０３０年の原発依存
０％ゼロシナリオを望
む

見えない放射能は、私たち福島県民の生活環境を奪っています。いったん事
故が起これば、取り返しがつかないことは明らかです。毎日の食事にも、食材
の放射能を気にしながらの不安をかかえて生活しています。「ゼロシナリオ」を
決定し、再生可能エネルギーの拡大に力を入れるべきです。

8296 個人 家事
専業

40代 男性 できるだけ早く原発
依存度を０％にする。

政治家の方々は、原発をとめられない理由として、「経済が立ち行かなくなる
から」とおっしゃいます。が、人の生命、人生、生活なくして経済も成り立ちませ
ん。福島の事故を通し、原発は事故がなくても作業員の方を被ばくさせ、事故
が起これば周辺地域の住民の生活を奪うもの、と国民である私たちは気付き
ました。本当の幸福とは、経済的に恵まれ、物質的に豊かになることでしょう
か？その価値観には限界があると思います。また、他者の犠牲の上に成り立
つものです。人とのつながりや、身体を動かして健康的に働くこともともと自然
界にあったもので、自然も人間も犠牲にせず、あるものを分かち合う、それこ
そが本来の幸福な生活、人生だと考えるからです。

8297 個人 家事
専業

70代 女性 これからのエネル
ギーに関して、将来
何年か先の事ではな
く、今すぐ０％です　
世界中が福島を見て
います。脱原子力を
日本が推進すべきで
す

何をやるのも再稼働ありきで仕組まれている事ぐらい国民は知っています。国
も官僚も、政治家も、国民のためと云いながら自分のための仕事に精を出し
ている。日本は亡びます　こんな事していると、もう騙されるのは真平です。安
全規制委員長に田中俊一を内定する方針も大反対です

8298 個人 会社
員・
公務
員

50代 女性 「原発ゼロのシナリ
オ」を選びます。

原発事故の大きさ、そして半永久的に続く、放射能の汚染を考えるとき、決し
て使ってはならないエネルギーです。自然エネルギーを自由に送電できるシ
ステムをつくり、電力会社独占を、一刻も早く止めるべきです。私たちも、電気
に頼らない生活を考えて実行していきましょう
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8299 個人 無職 80代
以上

女性 原発ゼロシナリオを
願います

・戦争や原発の恐怖を知らない政治家は歴史に学んでほしい。・原発は恐し
い。１代で苦しみは終らない。・これ以上、大気を汚し、大地や海を汚し、そこ
で育つ日本の子供達に未来はない。日本は亡びます。人間として、続けては
ならないと思います。

8300 個人 家事
専業

60代 女性 - ①今現在福島も危険だらけですし使用済みの核廃棄物の処理場も決ってい
ない中で原発を稼動させることはして欲しくありません　もっと他のエネルギー
があるのではありませんか。

8301 個人 無職 60代 女性 ２０３０年を待たず
に、できるだけ早く原
発０にすべきである。

事故にしても、放射性廃棄物の処理にしても、後世に害毒を残すという観点か
ら、２０３０年を待たずに、できるだけ早く原発０にすべきである。福島の原発
事故で改めて実感したが、燃料棒は使用済みとなっても発熱し続け、重大な
結果をもたらした。今ある放射性廃棄物の最終処分場も確定できずにいるの
に、今後さらに排出し続けたらどうなるのだろう。原子炉も使用期限があり、使
わなくなっても管理し続けなければならない。事故の対応も信じられないほど
頼りないものだった。未だに事故は必ず起こるものだという認識も薄く、取るべ
きかつ取れるはずの対策も取らないまま、使用し続け、あるいは再開しようと
している。完全な対策というのはありえないと思うので、早急に原発０にして欲
しい。

8302 個人 家事
専業

60代 女性 「原発ゼロ」を選びま
す。

「原発ゼロ」を選びます。最近想定外の災害が多くなっています。その二次災
害として、原発事故が起こる可能性も大きいと思います。その被害は、あまり
にも大きすぎるからです。

8303 個人 会社
員・
公務
員

60代 女性 ０％を要望します。 ・故障しても、直しに行くことも、見にすら行けないものを「コントロールしてい
る」と言ってのける事自体、信じられません。・福島の惨状を見れば、責任を取
れる人間など、誰一人いないのは、明白です。・安全になるまで数千年、保管
し続ける費用を原価に含めていないのは詐欺と呼ぶべきです。数千年後ま
で、責任を負える人間などいるのでしょうか。噴飯ものです。・次の世代に残す
べきではありません。

8304 個人 会社
員・
公務
員

20代 男性 「原発ゼロシナリオ」
を選択します。

大量の放射性廃棄物を生み出し続ける原発は、稼動させてはならないと思い
ます。原発から生む有害な廃棄物は、処分できずに地球に蓄積され続けてい
ます。この廃棄物は半永久的に害が消えないのです。地球を放射能汚染して
いる原発はいらないです。「安全な原発」なんてありません。核そのものが人
類にはコントロールするには危険だからです。原発がある世界の各国に先駆
け、国内の全原発を廃炉工程に移すべきだと思います。

8305 個人 自営
業

50代 女性 「原発・ゼロシナリオ」
昨年多くの人の命と
未来を奪った〔原発〕
絶対に許すことはで
きません！！即〔廃
炉〕です！

政治家のみなさん！！もし、みなさんが今〔原発〕のある地に住み、生活をし
ているとしたらこの現状を許すことができますか？耐えられますか？未来への
希望がもてますか？これだけ苦しんでいる私たちをもし人としての命の大切さ
がわかれば再稼動はもってのほか、即〔廃炉〕しか考えられません。私たち国
民のためを思うならそして本当は自然豊かな日本を思うなら〔原発〕なんてい
りません。福島を返して下さい！（私たちは〔原発ゼロシナリオ〕を目指しま
す！）

8306 個人 無職 80代
以上

女性 原発０シナリオ即時 戦争世代として、未来世代に対して負う責任とは、人間社会に存在するすべ
ての非人間的な不條理と、死ぬ日まで諦めず、自分のできる方法でたたかう
ことと考えます。人間の愚かさの結果が生み出す悲惨なことがらがいかに多
かろうとも、私はやはり人間を信じ、未来を信じて、主体性を失わず生きます。
政府は、そういう日本人がたくさんいることを知って下さい。

8307 個人 自営
業

40代 男性 ２０３０年時点の原発
依存度を２０～３０％
へ　電力の代替エネ
ルギーが見つからな
い中で原発依存度を
短期に減すのは反対
です

２０３０年時点の原発依存度を２０～３０％へ　電力の代替エネルギーが見つ
からない中で、原発依存度を短期に減らすのは反対です。以下の４つの理由
があります。①地球温暖化の促進につながる　太陽光、地熱、風力などの自
然再生エネルギーを短期的に倍増するのは難しく、現実的には火力発電の増
加につながると思う。今年の夏も熱中症で何人もの人が死んでいるなかで、Ｃ
Ｏ２を増やす火力発電所を増やすのはおかしい。特に人口が集中している東
京湾に新たに火力発電所を増設するのは自殺行為。ＣＯ２の削減目標を
１９９０年比２５％削減とした鳩山元総理の国際公約にも矛盾している。②国
家安全保障が脅かされる　原子力からの撤退は、新規の原子力技術者の希
望者が少なくなりやがて技術が途絶える。中国、韓国が原子力を推進してい
るなかで、日本から原子力の技術がなくなることは、将来の日本国としての独
立が脅かされることにつながる。③電気料金のコストアップによる製造業の海
外移転　企業が電気料金のさらなる値上げにより、国内での工場を海外へ移
転させることにつながる。雇用の場がますますなくなり、失業者も増える。国の
役割は本来、安い電力を安定的に供給することなのに、節電や省エネのこと
ばかりに力を注いでいるように思える。④貿易収支の赤字の固定化へ　石
油、天然ガスなど火力発電用の燃料輸入が増え貿易赤字が固定化される。
現在は輸出するものがあるが、近い将来、企業が海外移転し輸出するものが
なくなるか、または日本からお金が無くなった場合、燃料輸入もできなくなる。
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8308 個人 無職 50代 男性 「原発ゼロシナリオ」
を選びます。原発は
狂ったら制御出来なく
なり、甚大な被害を
及ぼすので、一刻で
も早くやめて下さい。
豊かな自然を活かし
た国づくりの為、他の
発電エネルギー開
発、省エネ、病人など
電気利用弱者対策
等々に英知を結集す
べきです。

「原発ゼロシナリオ」を選びます。「３・１１の事故」を「想定外の津波」が原因と
して事を済ませようとするような業界には、もともと原発を扱える資質があるよ
うに思えません。事故原因について多くの謎が残されたままで、今回の事故
が起きて初めてわかったことが多くあると聞きます。そして、まだ認識されてい
ない問題点がまだまだ多くあるのではないでしょうか。次の時、今回採る対策
で本当に安全だとは言えないです。非常に心配です。また、故郷や生活の道
を奪われた人々をはじめ、被害を受けた方々への対応も納得のいくものに
なっているのでしょうか。被害者と見られていなくても、低放射線の継続的な影
響も不安です。さらなる大きな被害が出たら、対応出来るように思えません。
そして、世界に誇れる農産物や漁業水産加工品、風光明媚な自然等々を駄
目にしてしまいます。このような危うい道はさけるべきです。「産業界」には電
気不足の懸念があるのでしょうが、そこは他の発電エネルギー開発、省エネ、
節電対策、病人など電気利用弱者対策等々に英知を集めて、放射能で苦し
むことのない安心安全な国づくりをして、世界に被爆国日本の生きる道を示す
べきです。

8309 個人 無職 70代 男性 原発ゼロシナリオを
選びます。

原発ゼロシナリオを選びます。徹底して自然エネルギーを推進させて下さい。
大地は動いているのです。その上に原発をつくるなどとんでもない事です。

8310 個人 自営
業

50代 女性 原発ゼロシナリオを
選びます

原発ゼロシナリオを選びます。安全と言われて作り続けられて来た原発。福島
原発のあの事故（人災）で安全ではない事が証明された。しかも孫子の代にも
及ぶ多大な被害。９９％安全だとしても１％の危険が有るならば、再稼動は有
り得ません

8311 個人 会社
員・
公務
員

60代 男性 すべての基本は宇宙
に存在する物質で考
えるべきである。新た
な化学反応などに頼
るべきではない。エネ
ルギーとはそれを基
本とすべき。

人間ばかりでなく、宇宙に存在するすべてのものはエネルギーを放出してい
る。そのエネルギーの利用の範囲で生きることが宇宙の真理である。原子力
はそれを越えたものであり、宇宙の真理からは認められていない。そのような
ものからエネルギーを得ようとすることが真理に反する行為である。０％を主
張する。

8312 個人 家事
専業

60代 女性 原発の稼動はすぐに
でも止めてほしい。処
理不可能なゴミが増
えるばかり。核は環
境も人の心もダメに
すると思えるので地
球上では使ってほしく
ない。科学の力と資
金を原発をゼロにす
るために使うべきで
はないか。

チェルノブイリの事故のあと、高木仁三郎さんの著書等を読み、脱原発という
考え方が一層強くなっていたのに特に何もせずにきてしまったことを今回の福
島の事故後深く反省しています。今度は脱原発の意志表示や行動をしたいと
いう気持ちは強いのですがいろいろ制約があり、思うようにはできませんので
この機会に意志表示をと考えました。福島の事故が人間にも環境にも大きな
負荷を与えてしまったことを忘れてはいけない。１年以上過ぎても１００ｋｍほ
ど離れているこの地域でさえ、山菜や魚の一部が出荷停止という現実。原発
に近い地域のことを思うと胸が傷みます。使用するエネルギーを減らしても豊
かに暮らしてゆける社会をこれからの我々は目指してゆくべきでしょう。子孫
に負の遺産を残さないようにするために、今後どんな道を歩むのか、今がそ
れを決める大事な時期だという気がします。

8313 個人 無職 70代 男性 ・原子力発電は一日
もはやく全廃すべき
です。・非常に危険
で、放射能の対応は
困難です。・廃棄物の
処理も相当長期、子
孫にのこすことになり
ます。

・原子力発電は国民の要求からではなく、米国の戦略からの要請（おしつけ）
と思われます。・発電は自然再生可能のエネルギーにたよるべきです。自然
破壊にならない水力、風力、地熱、波力、バイオ等技術を高めることです。・節
電はもっと色々出来ると思います。個人（家庭）でも、法人でも、公共事業体で
も。・我が家でも楽しく節電しています。

8314 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 島根原発が日本で最
後まで稼動し続ける
１５シナリオは断じて
認められない。ゼロシ
ナリオ以外の選択肢
はない。

政府は、革新的エネルギー環境戦略の意見聴衆会を行っているが、圧倒的
にゼロシナリオの意見が多い。また、全国各地での脱原発集会に多くの国民
が参加し、毎週金曜日の国会前集会が続いている。この国民の声を無視し、
ゼロシナリオ以外を選択する余地はないと思う。野田政権は、まず、シナリオ
を描く前に基本となるわが国のエネルギー方針を明確に示すべきだ。昨年菅
首相が示した「将来的に原発に依存しない社会を実現する」国の方針を再提
起し、国会決議を行うべきである。明確な方針を決議した後に、段階的な縮小
シナリオを示す方法を取るべきであり、現在の進め方は個別的であり、極めて
場当たり的である。民意に反しゼロシナリオ以外を進めるのであれば、政権の
崩壊に留まらず、民主主義の崩壊につながることを意味する。１５シナリオで
は、稼働率８０％で１５基程度は稼動させる計画であり、ほぼ完成している島
根原発３号機の稼動が前提になっている。たとえ、４０年廃炉にして全国で段
階的になくしていくとしても、島根原発だけが最後まで残ることになりかねな
い。新規原発を動かしたら、だれが止めてくれるのか。だれも信用できないか
ら動かしてはいけないのである。島根の未来のこども達を将来にわたって危
険にさらし続けることを、断じて容認するわけにはいかない。さらに、エネル
ギーを原子力から再生可能エネルギーに変えていくのであれば、新規原発は
絶対に動かすべきではないし、矛盾し本末転倒な考えである。まずは、送配
電を分離し電力会社の独占をやめさせ、再生エネルギーのビジョンと投資を
国が主導すべきである。したがって、ゼロシナリオが当然であり、国会決議と
再生エネルギービジョンを先行させることを強く要望するものである。

8315 個人 会社
員・
公務
員

50代 女性 ２０３０年段階の全電
源に占める原発の比
率を０％にする。

原発をなくしても、自然エネルギーで、いくらでも平和な、そして幸せな社会を
実現することができるからです。子どもたちには、平和で、精神性の豊かな社
会を残したいと思います。命をなくす原発はいりません。
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8316 個人 無職 60代 女性 〈０％〉今、停止、廃炉
に向けて進めてほし
い。

技術的に放射能廃棄物を処理することができないのに、原発政策を進めてい
くのはどう考えてもわからない。破たんは目に見えているではないですか？そ
れもすぐ先に。日本の豊かな自然、人々の生活を壊し、取り返しのつかないこ
とを起こしたのに。政府、原発を進めたい財界、アメリカ…結局平和利用は隠
れ蓑で核を持ちたい人々がいるんですね。恐ろしいくらい大きな力が功妙に原
発の後押しをしていると感じます。でも私は一人ひとりの良心を信じて、小さい
声でもあきらめずに出していきたいと思います。

8317 個人 無職 60代 女性 原発を止めてもらい
たい。

次世代につけを残す考え方に同調出来ませんし、自分の頭が悪いせいか、理
解をこえた物に、恐れを感じます。多少、暗くても、不自由でも、命には変えら
れません。眼先の欲にとらわれて、走りすぎると、ころびます。人間の知恵を、
もっと原発以外へ向けて、欲しいと思います。

8318 個人 その
他

50代 女性 人間の生命どころ
か、地球の生態系、
地球自体も滅ぼして
しまうような原発、核
兵器、そのようなもの
が、人間のエゴの為
に存在してはいけま
せん。

-

8319 個人 家事
専業

70代 女性 - 人類初の被爆国。そしてその恐ろしさは言葉では語りつくせない多くの悲劇が
ありました。その後にも、アメリカの核実験による、死の灰を浴びて亡なられた
第５福竜丸の乗り組員の方々の悲劇。ロシアのチェルノブイリの原発事故、天
使の様なあどけない子供達が次々と甲状腺の癌で…。もうたくさんです。きっ
ぱりやめましょう。追伸、我家には８年前に太陽光発電を付けました。この春
には１２０名の著名を集めました。（生活クラブ生協の）

8320 個人 家事
専業

60代 女性 ①ゼロシナリオにして
ください

原発はいらないの一言です。今ある原発の問題を解決し、この地球上から原
発を排除し、核の問題に向き合うことがない世を望みます。原爆を体験した日
本に於いて原発でまた、自然とたくさんの人々の生活を犠牲にするとは間違っ
ています。たとえ、不自由な生活になろうが後世に負の遺産を残してはならな
いことを強く感じています。（頑張って下さい）

8321 個人 無職 60代 男性 ２０３０年時点で原子
力発電率を０％を支
持

使用済み核燃料又原発廃棄物の処理方法が埋め立てしか無く日本の国土で
は埋める場所が無い。これ以上原発廃棄物を増やす事は出来ない　風力、太
陽光、地熱、水力等の循環型発電があるが特に水利権法を改正し小規模水
力発電を増設し原発依存を解消すべきだ。又原発予算を他の新技術開発に
廻し新技術を確立すべき。

8322 個人 家事
専業

60代 女性 原発刻停止・廃止を
求めます。

福島の原発が崩壊したことにより、安全という保証は全くなくなったといえま
す。それなのに大飯原発稼動とは、あきれてしまいました。ヒロシマ、ナガサキ
で核のこわさを知っている国でありながらと更に考えてしまいました。次、原発
が壊れるようなことがあれば、日本は崩壊すると思わなければいけないほど
深刻な問題だと思います。また、使用済み核燃料をこれ以上増やしてはなら
ないと思います。地球が崩壊しても核燃料は、残るのかもと考えたりします。
人類の危機でもあります。先日、大間（青森県下北）に行って強く感じました。
原発なしの生活を築いていくことが大事だと思いました。

8323 個人 無職 60代 女性 原発反対、命に勝る
ものは何もないので
す。自然エネルギー
の開発原発依存の経
済の見直しそして、国
民一人一人の生活の
見直し

原発反対です。すべての原発は即時、廃炉にすべきです。福島の現状が解決
されていない中で、再稼動するという考え方がわかりません。何をもって、再
稼動なのか、なぜ、そのようなことができるのか、命に勝るものは何もないの
です。使用済核燃料を永久的に安全に処理できない中で原発を実行、頼ると
いうことが考えられません。理解できません。原発にかかる莫大なお金で自然
エネルギーの開発をしてほしい。そして原発依存の経済社会の見直しをすべ
きである！原発のない、安全で安心な日本にするためだったら、不便な生活も
苦ではありません。何を節すればいいですか、原子力は不安・おそろしい・命
の危機を感じます。安全、安心が不便の中でしか、実現できないのなら、不便
な生活をします。本当の平和、豊かさは安心、安全あってこそなのです。

8324 - 無職 70代 男性 原発ゼロシナリオを
選びます。

電力は足りています。原発即時全停止　自然エネルギーにかえる政策の推進
を。

8325 - 家事
専業

70代 女性 原発ゼロシナリオを
選びます。

福島の猛烈な汚染状況をみるにつけ原発の恐ろしさを考えないではいられま
せん。すべての原発を廃止して自然エネルギーにかえたいです。

8326 個人 その
他

70代 男性 放射能の恐ろしさ私
自身本当にわからな
い。自由好きな様に
生きて来た自分がさ
びしい。原発ゼロは
難しい　生活の場も
あり９％のシナリオで
どうでしょうか。何ん
でも０％は良いとは
思わない

-
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8327 個人 家事
専業

60代 女性 原発０％にしてほしい 一たん事故が起こったら、とり返しのつかない事になることを３．１１で学んだ
はず、同じ事をくり返さない為に、子供、孫世代の為に、すべての原発を廃炉
にしてほしい。

8328 - その
他

30代 女性 原発ゼロで安全な日
本を作ってくれなきゃ
困ります！！！

わたしは、東京電力の福島原発事故により茨城から島根に避難した。体は被
曝させられ精神的ダメージを受けた上、財産までもこの避難で使い果たした。
しかし、国は東電の賠償を私たち国民に払わせる気である。このまま国が暴
走し続けたら、今後この国の被害がどれ程の物になるか計り知れない　破綻
してもまだ核燃サイクルにしがみつき、福島原発事故の解明も収束もできず、
こんな愚かな今の日本が原発を持ち続け、再稼働させる能力などない！国民
を苦しめたいがためにやっているのか？と思う程の国の判断には、毎回ため
息だ。できもしないことを、“できる”とウソをつき続け、私たちを苦しめ、ツケを
払わせるのはやめて頂きたい。そういった意味でも自然エネルギーの推進
を！！テレビ、マスコミを使って国民をだますのも、もうやめろ！！もう原発は
無理だと、ほとんどの人間が気付いているはず！！

8329 - その
他

30代 男性 エネルギー環境に関
する選択肢に対する
意見　２０３０年に原
発０ではなく、即刻原
発０を主張いたしま
す。茨城県の生家は
０．２３ｕｓｖ／ｈをこ
え、島根に住移をよ
ぎなくされました。再
稼働など許しませ
ん。

即刻全ての原発を廃炉にするの方向へ向かわないと数年後、数十年後の原
発ゼロなどありえない。それだけ時間の必要なことです。早くゼロに向けて行
かなければ使用済み核燃量が増えるだけです。また、大間や島根３号基など
今すぐノーリスクで解体できるものは早急にやるべき。燃量が入ってからでは
時間と金がかかるだけ

8330 個人 無職 60代 女性 原発ゼロシナリオを
選びます。

原発ゼロ、シナリオを選びます。子供や、孫が放射能におびえることのない日
本にして下さい。原発に絶対安全は、ありえません。節電には、協力致しま
す。

8331 個人 無職 60代 男性 「原発ゼロ」シナリオ
を選びます

「原発ゼロ」シナリオを選びます。地震列島日本に、核は合いません。稼働す
るほどにたまり続ける放射性廃棄物を、これ以上増やさないで下さい。節電し
ます。少々の不便と不況にも耐えます。原発の運転延長をやめて、寿命が来
た原発は全て廃炉にして下さい。廃炉と放射性廃棄物の安全な処分方法と、
自然エネルギー開発に税金を注いで下さい。

8332 法人・
団体等

- - - 原発「ゼロシナリオ」
を強く求めます。

福島第１原発事故の原因や根本的な防止対策などひとつも解明されていない
中で、原発再稼働などとんでもない話です。故郷や雇用を失い、「命」が脅か
されている福島県民のことを考えれば、原発をなくすことは重要であり、「ゼロ
シナリオ」しか選択肢はありません。原発を稼働し続けることは、将来にわた
り、危険な放射能を残すことであり、使用済み核燃料の処分技術や処分場所
も不確定な中で原発を稼働させることはできません。

8333 個人 その
他

40代 男性 今の過剰な便利、快
適、大量消費社会を
維持しようとしてはい
けません。自然の理
に沿った方向に生き
方を変えましょう。『生
きる』という原点を見
つめ直しませんか？
存在するものすべて
が輝くように、その方
が楽しいよ！

①０％を選択します。様々な問題が出てきていますが、その根本は私たち先
進諸国の人間のあり方そのものにあるという事は周知のことと思います。エネ
ルギー問題もその１つの現れです。いつまでも既存の価値感や思い込みにし
がみついていないで、もうこの辺で悪しき学びは卒業し、精神的に成長しませ
んか？どのように成長するのか？いたって簡単です。これが大前提ですが、
それぞれの人が自発的に善いと思うことをする。人間だけでなく、動物、植
物、鉱物、微生物、存在するものすべてが生き生きと栄えるような行動をとる
事。必要なことを競争ではなく、協力して行う。これができれば搾取／被搾取、
支配／被支配の関係がなくせ、お金を必要としなくなり、土地などの私有化が
なくせます。楽しく、おだやかな世になります。そんなことができるわけないと
思うでしょうね。今まで慣れ親しんだ、とらわれが外れるとできます。何もかも
与えっぱなし。長い目で見て下され。自然エネルギー以外の、全く問題のない
新エネルギーについては、イルミナティ（この世の事実上の支配者集団）が
持っているようです。手強いですが、手を組んで下さい。包み込んで下さい。そ
のために変わらなければなりません。

8334 個人 家事
専業

50代 女性 １、原発ゼロシナリオ 今すぐ原発を止める事は、今まで準備もしていない中では無理だと思う。日本
の企業も成り立たなくなるだろうし、でも、ゼロに向けて、次世代のエネルギー
に変えていくべきである事は歴然としている。すみやかな対応を求める。

8335 個人 家事
専業

60代 女性 原発ゼロシナリオを
選びます。

原発ゼロシナリオを選びます。もっと自然エネルギーを推進して欲しい。省エ
ネルギーの取り組をもっと進めて欲しい。エネルギーを大量に必要とする各企
業は自社で少しでも供給できるよう研究、推進して下さい。（自然エネルギー
の）

8336 個人 会社
員・
公務
員

70代 女性 - 原発０％希望します。今すぐ廃炉。日本及び地球の汚染をふせぐため。

8337 個人 学生 10代
以下

男性 - 原ぱつを今すぐていしするべきだとおもいます。じこがおきたら、とりかえしが
つかなくなるからです。
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8338 個人 家事
専業

40代 女性 - 今すぐ原発を全廃し、廃炉を進めて下さい。核のゴミを後世に、これ以上押し
つけては絶対にいけないからです。

8339 個人 家事
専業

60代 女性 ２０３０年に原発０％
へ

１．私達の子どもたちや孫たちの命を危険にさらさないでください。２．核燃料
のゴミ捨て場さえないのだから原発は即廃炉にしてください。

8340 - その
他

30代 男性 現在稼働中の原発
も、すぐに使用をや
め、原発のない社
会、原発にたよらない
国づくりをして下さ
い。

“何か問題が起きてから、やめる”というのも問題ですが、“すでに問題が起き
ている”のにやめないというのは大問題です！！現実、被害状況を直視して、
原発ゼロを行って下さい。

8341 法人・
団体等

その
他

30代 女性 現在稼働中の原発も
すぐに使用をやめ、
原発のない社会、原
発にたよらない国づく
りをして下さい。

問題が起き、何の解決にもなっていないのに、何故再稼働するのか！何故使
用をやめないのか！原発がなくても生活していけるようにきちんと安全な方法
を考えてほしいです。

8342 法人・
団体等

その
他

30代 女性 現在稼動中の原発も
すぐに使用をやめ原
発のない社会、原発
に頼らないエネル
ギー政策を今すぐ進
めてください。

福島原発の事故で何かが起きた時、人間の手にはおえないことがよくわかっ
たはずです。この事故で今だに通常の今まで通りの生活を取り戻せていない
国民がたくさんいて、目に見えない放射能汚染におびえながら生活している国
民がそれ以上にいます。この先、事故が起きないとは言いきれません。２０３０
年までのなるべく早い時期に原発をゼロにして下さい。未来の子どもたちに安
心安全でキレイな国土を残してください。

8343 個人 その
他

50代 女性 原発の再稼動に反対
します。

日本には、原発以外にも、貴重な資源がたくさんあります。風力や太陽光や火
力などを利用することを考えて、設備を充実していけば、これからの未来のこ
とを考えると安心できるエネルギーとなることと思います。

8344 個人 無職 20代 女性 原発比率ゼロ％に支
持

原発政策に反対で、即時廃炉を希望している。先の福島第一原発事故で、未
だ解明されていない事故が起きた際の放射能による健康被害及び命の危機
や、長期避難による立地住民及び周辺住民の心身のストレスの甚大さ、風評
被害による経済損失の大きさは測り知れない事が自明となり、原発が日本と
いう国を滅ぼし得る恐ろしい発電所であると強く感じさせられた。安全性を世
界最高水準に上げるとうたっているが、科学技術は人間の生み出したもので
あり、人間は不完全な存在であるから科学技術も不完全であるという点にお
いて、日本や世界を滅亡させない為に完全なる安全が求められる原子力政策
とは全く相入れる事が出来ないと言える。原子力政策は不可能であると言え
る。原子力というエネルギーがなければ経済に大きな損失であると言われて
いるが、事故が起きた際の損失はより甚大なものであり、目先の事しか考え
ていない詭弁である。また、核燃料も有限であり、いつかは枯渇してしまうとい
う点からも、化石燃料同様、徹退出来るようにするのが私たち人間の使命で
ある。もんじゅで核のサイクル発電をしようと計画されているが、一度事故が
起きれば炉の性質上、被害は福島の比ではないという危険性や、いつ実験が
成功するのか全く先の見えないものに何十年もコストと時間をかけるのは、一
国民として、ただの無駄な事業、巨額な税金の無駄使いであると感じる。即刻
やめるべきだ。そのお金で再生可能エネルギーの技術拡大及び、エネルギー
の中核へ担うよう事業展開するべきだ。雇用の心配をする原発立地住民が最
優先にその事業の担い手になれるよう仕組み作りをすることで、懸念は解消
されるのではないだろうか。事業が軌道に乗るまでエネルギーは暫定的に火
力発電で賄う他ないだろう。何よりも人命の危機に関わることである。原子力
とはそういうものだと思う。原爆の被曝者がそうであるように、原子力が原因で
の健康被害は証明しづらく、被曝者の心身の疲弊は計り知れないものがあ
る。人の命が亡くなってからでは遅すぎる。亡くなる前に原子力を無くしてほし
い。それが復興の為、日本の明るい将来の為、ひいては世界の存続の為にな
ると思う。以上が私が原発比率ゼロ％の支持及びその理由と、そのプロセス
です。平和や命を脅かす原子力発電所は必要なく、存在そのものが危険であ
り無意味です。

8345 個人 無職 60代 男性 ・大飯原発の再稼動
は直ちに中止するこ
と・国内の原発を廃
炉にすること・諸外国
への原発の輸出をや
めること・原発に依存
しない方向にエネル
ギー政策を転換させ
ること

人間は原子力のエネルギーを制御できません。また、福島のような事故があ
ろうと、なかろうと確実に出る放射性廃棄物（ごみ）の処理をどうしたらよいの
か、日本のように二つのプレートの狭間にあり、火山・地震列島の地下には
フィンランドのオンカロのような最終処理場は出来ません。ましてや他国にもっ
ていって処分してもらおうなんていう虫のいい考えも拒否されるのは当然で
す。そして他の諸国へ輸出するなんて、日本は今度は加害国になるのです。
絶対に認められません。日本がこれ以上核で汚染されないよう、エネルギー
政策の転換を真剣に考えなければならないと思います。

8346 個人 無職 80代
以上

女性 原発０を希望 その理由①命は経済活動に優る。②原発を稼動する限り、放射能のゴミが出
る。このごみ処理管理方法はまだ見つかってない　こんなこわい放射能ごみ
をこれ以上出すべきではない

8347 個人 - - - すぐに原発０へ その理由①都は経済活動に優る②原発を稼動する限り放射能ゴミが出る。こ
のごみの管理処理方法はみつかっていない　これ以上放射能ゴミを出すべき
ではない
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8348 - 自営
業

30代 女性 原発０を希望　２０３０
年を待たずに今すぐ
やめるべき

２０３０年を待たず今すぐ０にする理由①命は経済活動に優るから②原発が稼
動する限り、放射能ゴミが出る　このごみの処理方法は見つかっていない　放
射能ゴミをこれ以上出すべきではない

8349 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 原発０を望みます
　２０３０年を待たず
に今すぐやめるべき
です。

２０３０年を待たず今すぐ０を望む理由①命は経済活動に優るから　福島原発
事故で多くの命が脅かされている②原発が稼動する限り、放射能ゴミが出る　
このゴミの処理方法はまだ見つかっていない　放射能ゴミをこれ以上出すべき
でない

8350 個人 その
他

10代
以下

男性 原発０を望みます
　２０３０年を待たず
今すぐ廃炉を進める
べき

２０３０年を待たず原発を０にし廃炉を進めるべき　理由①命は経済活動に優
るから　福島原発事故で多くの命が脅かされている　政府は事故の結果を
もっと重く見るべき　理由②原発が稼動する限り、放射能のゴミが貯っていく　
そのゴミの処理する方法はまだ見つかっていない　子どもの未来のため管理
方法も定まっていない　放射能のゴミをこれ以上出すべきでない

8351 個人 自営
業

40代 男性 原発は０を望みま
す。２０３０年を待た
ず今すぐ廃炉を進め
るべき

２０３０年を待たず今すぐ０にし、廃炉を進めてほしい。理由①命は経済活動
に優るから。福島原発事故で多くの命が脅かされている。政府は事故の結果
をもっと重くみるべき。②原発を続ける限り、放射性のゴミが貯まる。そのゴミ
を安全に処理する方法も定っていない。ゴミをこれ以上出すべきではない。

8352 個人 自営
業

60代 女性 地震国日本に原発は
造ってはいけないも
のだった。福島の悲
劇は教訓にするには
あまりにも大きな代
償ではあるが、一日
でも早く間違いは正
すべきだ。再生可能
エネルギーへの転換
に国は即取り組み、
又電力事業企業の風
通しを良くさせ国民の
為の組織として欲し
い。

-

8353 個人 自営
業

60代 女性 原発０％を望みま
す。２０３０年を待た
ず今すぐ廃炉を進め
るべき

２０３０年を待たず今すぐ原発ゼロにし、廃炉を進めて下さい。主な理由は２
つ。理由①命は経済活動に優るから。福島原発事故で多くの命が脅かされて
いる。政府は事故の結果をもっと重く見るべき。理由②原発が稼動し続ける限
り放射性のゴミが貯まっていく。そのゴミを安全に処理する方法はまだ見つ
かっていない。子どもたちの未来のために管理方法も定っていない放射性ゴミ
をこれ以上出すべきではないから

8354 個人 その
他

40代 - ０％を望みます。 福島の事故を経験して、なおも稼働させるなんてあり得ないことです。しっかり
事故と、そして被害者と向きあって下さい。これだけ多くの方々が稼働に反対
していることに向きあって下さい。この期に及んで稼働させようとしているなん
て信じられません。

8355 個人 その
他

30代 女性 脱原発（ゼロシナリ
オ）を求めます。核兵
器製造、核のゴミが
出るから、今日止め
て！

ＣＯ２出すのは怖くない。植物が光合成をしてＯ２（酸素）に変えてくれるから。
核（放射能は煮ても焼いても消えない。原発なくても電気は足りる。即刻原発
の稼動を止め、廃ろにすべき。人類に危険な原発はもう要らない。今後永久に
原発を稼動させないで！！

8356 個人 家事
専業

60代 女性 ゼロシナリオを支持
し、今すぐ原発ゼロに
する。

ゼロシナリオを支持し、今すぐ原発ゼロにするを選びます。福島第一原発事故
の現状は今もって恐しい限りです。私達福島県民はすでに汚染され、今後永く
健康不安と戦っていかなければなりません。豊かさに危険が共っては絶対に
いけません。今すぐにでも原発ゼロにし、自然エネルギーを推進してください。

8357 個人 無職 70代 男性 ゼロシナリオを支持
し、今すぐ原発ゼロに
する。

ゼロシナリオを支持し、今すぐ原発ゼロにする。なぜならば事故がおこると人
の力ではどうすることも出来ません。危険なエネルギーを使ってまで豊になる
ことはない。

8358 個人 家事
専業

70代 女性 原発依存度ゼロシナ
リオを切に求めます。

国は暮しの安全を守って下さい。

8359 個人 学生 10代
以下

女性 ①ゼロシナリオを選
択します。

将来のわたし達の子どもが原発に関する病気にかからず、安全に、安心して
すごせるように、多少のふべんがあっても安全な方を選択します。

8360 個人 学生 10代
以下

女性 原発依存度①シナリ
オゼロを求めます。
原発反対です。

私達は今、進路について勉強しています。私もやりたいことを見つけました。
そんな今の私たちの夢や希望を守るために原発には反対です。絶対に反対
です。
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8361 個人 自営
業

40代 女性 原発依存度①ゼロシ
ナリオを切に求めま
す。

３．１１後に、福島県民を中心に莫大な被害を受けた事実を忘れてはいけませ
ん。安全でないものに頼ってきたことをこの際見直すべきです。最優先される
ものは「人命第一」でなくてはなりません。原子力発電を使わず、自然エネル
ギーの新たな開発に全力を注ぎ、新たな雇用がうまれる社会を国が責任を
もっておこなって下さい。一人一人のかけがえのない生命を脅かさないで下さ
い。

8362 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 原発依存度ゼロシナ
リオを切にねがいま
す。

-

8363 個人 会社
員・
公務
員

50代 女性 ２０３０年の原発依存
０％「ゼロシナリオ」を
支持します。

福島第一原発事故により、福島の方たちは故郷を失い、事故の収束も今だに
すすんでいません。放射能汚染の被害は深刻で、子どもたちの未来は閉ざさ
れてしまわないかと。原発で働く方々は、被ばくの危険性にさらされています。
地震大国日本で原発を動かすことはできません。原発の安全性を保つことは
不可能です。自然エネルギーの拡大に努力し、廃炉の技術を高めていくこと
に国は、力を注いでいくべきです。

8364 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

40代 女性 原発ゼロのシナリオ
に！！やはり原発は
怖いです。おそろしい
です。

震災後の福島原発２０キロけんないの残された動物たちの本をみました。人も
大変な思いをした。でも動物たちも同じ大切ないのち、（今もかいぬしをまちつ
づける動物たちがいる。）心が痛みました。なぜこんなことに…。やはり原発は
あってはいけない！！そう思いました。私たち一人一人の意識をかえていく
（便利さばかり追及するのでなく）、そこからかわっていけるのではないか？

8365 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

60代 女性 - ２０３０年原発０を希望します。それでもあと１８年も稼動すると思うとゾッとしま
すが、可能な限り早期の原発０の日本を切に望みます。

8366 個人 会社
員・
公務
員

20代 女性 - 絶対ゼロシナリオ！！今は電気を使いすぎ！無くても大丈夫！東京の光は目
が痛い！その内日本の食糧は誰もどの国も買わなくなって破算する！日本国
民は政府に殺されちゃう！日本が無くなっちゃう！だから原発なんていらな
い！！

8367 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

30代 男性 - 原発０希望。例え生活レベルが昭和初期に戻ったとしても、身体を末代まで蝕
む害毒の危険性は回避すべき。

8368 個人 会社
員・
公務
員

40代 女性 原発０希望 全ての尊い命のために、安全性の確認できない原子力の利用について、心か
ら廃止を願う。しかしそのためには、原発ゼロにした場合の具体的なエネル
ギー政策や将来の日本のあり方に関する明確なビジョンを、国は示す必要が
ある。原発反対の意見を見ると、大幅にライフスタイルを変更し経済を縮小さ
せる覚悟のある方、現状程度の節電で少し我慢すれば何とかなるのではと感
じている方、とにかく反対という方、様々であるように思う。民主主義である以
上、国民が選択する道を進むべきであるが、結果については思い思いが想像
の範囲で選択し、やがて示される結果を受け止められず混乱するというような
事態は避けなければならない。ただ声高に叫んだり、推進派・反対派が思想
の対立のような形で批判しあっている暇はない。昨日、首相が原発ゼロの課
題について整理するよう指示したとのことだが、震災後の国民の不安、多くの
声を踏まえた対応としてはあまりにも遅いのではないか。きっと大丈夫、なん
とかなる、とにかく耐えればいい、といったイメージではなく、原発ゼロの将来
ビジョンをデータに基づき明確に示した上で、代替エネルギーの利用について
真剣に取り組む姿勢を明らかにし、安全な社会に向け国民全体で取り組むべ
きではないだろうか。最も重要なことは生命を守ることである。そのために、冷
静さを持って賢い選択をしたい。

8369 個人 その
他

70代 男性 直ちに原発ゼロ望む 国には民の生命・財産（日本全体の国土を含む）を守る大命題が有る。原子
力政策の安全神話が崩れた今、直ちに原発０政策に転換すべきだ。今後のエ
ネルギー政策は、背水の陣の精神で代替エネルギーの開発に智慧と資本を
特化してすすめる可きである。地勢学的見地に立って地熱発電が一番有効と
思料される。新しい産業の発展が望まれる。

8370 個人 無職 70代 女性 日本の将来のエネル
ギー政策は原発に依
存することは止めま
しょう。従って①ゼロ
シナリオを選択しま
す。

理由１．福島の原発事故の原因究明が不充分である。又、安全対策が確立さ
れてない。このような状況下で再稼動をしたことは極めて危険である　２．使用
ずみ核燃料の処理方法が確立されてなく、何世代も先の子孫に押しつけなが
ら、現代人の生活をもっと豊かに便利にしようという考え方は、人間として許さ
れるべきことではない。

8371 個人 その
他

30代 男性 原発依存度０％の日
本を強く望みます。

東日本大震災による福島原発事故発生後、福島県民の方々約１０万人が自
宅を追われ、避難を余儀なくされています。そんな中大飯原発が再稼動され
た事は許せません。原発が無くても、日本の暮らしや経済活動が著しく支障を
きたすとは思えません。電気の為に、健康や生命が脅かされる事は許せませ
ん。
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8372 個人 無職 60代 女性 原発の核廃棄物は
１０万年残る、ずっと
管理できますか？

Ｎｏ．原発。そく、廃炉しかないです。

8373 個人 家事
専業

70代 女性 原発０シナリオを選び
ます

エネルギー・環境に関する選択肢に原発ゼロシナリオを選択します。理由は、
①事故の結果が重大で戦争時に似て根こそぎの人権侵害です。環境破壊も
伴ないます。②廃棄物の処理が後代の人の人権の侵害となる恐れがあるこ
と。③人間の身体的対応ミスが絶対ないと言えないこと。④日本は災害が多
い地であること⑤テロが上空から襲う恐れもあること。

8374 個人 自営
業

70代 男性 原発は即刻０とすべ
きである。福島原発
のメルトダウンによっ
て汚染は現実の脅威
である。使用済み燃
料の処理技術も確立
のメドがない。原発に
依存できると思うの
は幻想でしかない。

原子力とは核力なのであり、原理は原子力爆弾の核爆発と同じである。もとも
と兵器としての破壊力であるものを、そのコントロール技術も未確立のうちに
生産力にしようとしてもおよそ無理なのだ。原発の本質は破壊力そのものであ
ることを銘記すべきである。現在は福島原発被害の原因と責任が糾明されね
ばならないのであって、原発再稼動の目標値設定などまったくの論外である。

8375 個人 家事
専業

40代 女性 原発への依存は即時
やめて欲しい。老朽
原発の再稼動は納得
できません。早期に
原発０％（ゼロパーセ
ント）を実現して下さ
い。

未来の世代に汚染した環境を残したくありません。代替エネルギー開発に資
金を投じて贈り物にしたいと思っています。

8376 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

40代 女性 原発は即時運転を停
止して欲しい。なるべ
く早い時期に０％にな
るよう努力して欲し
い。

将来の事を考えれば、私達が子孫にツケを廻すような事をすべきではないと
思う。

8377 個人 自営
業

60代 女性 ゼロシナリオを支持
し、今すぐ原発ゼロに
する。

再稼動はしないで下さい。子、孫達の明るい未来のため、原発ゼロにして下さ
い。地震の活動期に入った日本で原発の再稼動は第二の福島をおこします。
地熱発電・洋上発電等、自然エネルギーに全力をそそいで下さい。

8378 個人 家事
専業

30代 女性 - ①ゼロシナリオを希望します。（理由）原発は事故のリスクが大きすぎるエネル
ギーだから。日本は地震大国です。福島原発事故は収束せず、土・水・空気を
汚染し続けています。どんなに安全対策をとっても、自然にかなうことはできま
せん。未来を担う子ども達の為に、原発は即廃炉・破綻している再処理ともん
じゅの廃止・大飯原発再稼働の撤回を希望します。原発の稼働の話をするな
ら、同時に核ゴミをどうするかを議論して下さい。どこも最終処分地になろうと
はしないはず。そんなものを使っていくことは止めて欲しいです。

8379 個人 その
他

60代 女性 ①ゼロシナリオ（脱原
発）

放射能は人間の力ではコントロールできず、未来に多大な問題を残します。
命を守り、地球を存続させるために、脱原発の道を歩むべきです。

8380 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

60代 男性 - 原発再か動しなくても計画停電が不必要な気がするし、再か動なしで停電な
ら、納得してそれに従える気がします。気分感情の問題で処理するのはいけ
ないと思いますが、基本は、そこの部分、大きくエイ響すると思います。

8381 個人 会社
員・
公務
員

60代 男性 原発はすぐやめろ 福島の悲劇を二度とくりかえしてはいけません　原発に絶対安全はないので
す。エネルギー問題も大切ですが、人命はなによりも大切です。すぐ、原発を
やめるようにして下さい

8382 個人 無職 60代 男性 - 運転後の廃棄物の処理技術が確立していない原発は動かすべきではない。

8383 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

60代 女性 ①ゼロシナリオに賛
成です。

ゼロシナリオでなければ子ども達・自然・地球のすべてを守れません。自然な
エネルギーで動物、植物、大地、海を大切に大切にしていきましょう。人間の
金もうけの欲だけでこわしたり、汚したり、命をうばったりしてはいけません。原
発をなくせば、関電の人々ももっと気楽に生きていけるのではないですか。

8384 個人 家事
専業

60代 女性 ２０３０年に原発０％
へ

１．子供たちの未来を原発でなくしたくない。２．地震大国の日本でいつ福島原
発のようなことが起こるか不安　自然エネルギーへ即転換を。
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8385 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 原発は単に電力の問
題ではありません。
人類と核が共存でき
るのかという問題で
す。目先のお金や利
権にまどわされず、
命とお金、どっちが大
事かをきちんと判断
し、まっすぐに脱原発
に進むべきです。

①のゼロシナリオを選択します。現存する原発は再稼動させず、順次廃炉に
していくべきです。そもそも原発をエネルギー（電力）の選択肢として論ずるこ
と自体大きな間違いです。なぜなら、人類と核が共存することは不可能だから
です。核がいったん牙をむけばどうなるかは、過去のいくつかの経験から、よく
わかっているはずです。地震や津波に対する対策を強化しただけで、安全が
担保されたなどと思ってはいけません。核エネルギーは自然界には存在しな
い物質をつくりだすはなはだ不自然な存在であり、後生に絶対に残してはなら
ない負の遺産です。原発のゴミの問題も深刻です。直接処分しかないのでしょ
うが、今ある量の処分だけでも大変な問題です。よく原発がなければ経済が
たちゆかないと言われますが、経済なんて、人間がつくりだした、たかがマ
ネーゲームじゃないですか。「命とお金」どっちが大事ですか？脱原発は、まっ
たなしです。

8386 個人 無職 70代 男性 原発ゼロを望みます フクシマやチェルノブイリをみれば、原発はあまりにも危険です。

8387 個人 その
他

30代 女性 事故が起こった場合
にあまりにもハイリス
クである原発を動か
す事に反対。現状で
は日本に安全に原発
を動かす能力はな
い。将来は原発ゼロ
を！！

原発ゼロシナリオを支持します。今回の福島原発の事故により、今後万が一
同様の事故が起きた場合には日本は存続出来なくなると感じました。国土が
汚染され、食物が汚染され多くの人が安心して暮らせる故郷を追われていま
す。また、諸外国、地球自体にも原発事故が影響を及ぼしています。事故後
の国や東京電力の姿からも、不誠実な態度が明らかであり、この国に原発を
動かす能力、システムが備わっておらず原発を持つ国に値しないと思います。
大飯原発再稼動後にはどんどんと節電目標が緩和されていますが、むしろ、
脱原発を国として目指すなら、ＣＯ２排出の問題をもつ火力発電を可能な限り
少なくて済ませられるように節電は継続することを伝えるべきではないです
か。原発は必須であると国民をコントロールしているように思えます。火力発
電、自然エネルギーの発展に国を挙げてとり組んで、将来安心して暮らせる
日本にしてほしいと思います。

8388 個人 自営
業

60代 男性 機械は必ず壊れる人
も必ず間違いを犯
す。この事によって未
来永劫日本の国土を
生物が住めない状況
にする原発はやめる
べきである。他方法
での発電技術は既に
確立されている。

今回の事故で証明されたように絶対事故は起きない安全神話は覆された。ま
た、シビアなアクシデントになった際に人間の精神力では思考停止状態になり
制御できないことも証明された。自動安全装置を多重化すればどこかの段階
で止めることはできるとしても経費が膨大になるので経済的に見合わないで
あろう。この多重化で事故を止めても放射能で環境を汚さずにその事故処理
はできない。経済的メリットがあるから発電するのであって、原子力でなけれ
ばならない理由は何もないのである。電気は必要だが他の方法での技術はす
でに確立されている。経費は無限に許されるならともかく更に、現在の正常な
状態での使用済み核燃料でさえ処理方法が決まっていないのに事故による
膨大になる放射能汚染の残骸方法はどうするのか未だに論議にさえなってい
ない。今回の核汚染ガレキを福島県から持ち去って処理すると言っているが
できるはずもないのに約束している。すでに政府も思考停止しているのではな
いか。よって原子力による発電はすぐに辞めるべきである。

8389 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 電力は安定供給が第
一です。地球環境の
件もあるので全てを
考慮し、現状技術で
の安定供給方法を選
択し技術開発等の進
歩を見ながら“０”に
向って行くべき。

生活、企業活動等に電力は基本になってます。その電力の安定供給は絶対
条件になってます。又地球環境保護も大事な義務です。安易に火力にたよる
べきではない。現在の技術力から行くと当面の原子力依存はしかたの無い事
で政府が補助金を出してでも新たな発電技術開発を進め将来的に“０”へ向う
のが現実的です。２０～２５シナリオ→０へ（技術開発後）

8390 個人 会社
員・
公務
員

60代 男性 国として原子力発電
の再稼働を含めた電
力需給政策を責任
もって推進してほしい

電炉に働らく者として、資源リサイクルの実現や地域雇用の活性化に貢献し
ていることを誇りに思っています。東電福島原発事故により安全確認の徹底
は必要ですが、原子力発電の再稼働なしには電炉事業の存続は考えられま
せん。国として我が国経済の発展のために、そして電炉事業のために、原子
力発電の再稼働を含めた電力需給対策を責任もって推進していただきたい。

8391 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 原発を安全に利用し
ての電力安定供給を
実現し、低料金化を
希望する。

日本の電気料金は他国と比べても高く、企業の競争力をつけるためにも安い
電力の供給が必要です。原発を安全に利用し、電力の安定供給、低料金の
実現を希望する。

8392 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 原発再稼働を望む
（但、安全確保の下）

・安価な電力・安定的な電力供給

8393 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 現時点で原子力は必
要。将来的には代替
エネルギーに切り替
え。

現在は、原子力発電を稼動しないと電力不足になり国民生活及び経済に相
当なダメージを与えてしまう。原子力発電所の地元の方々の不安を取り除き
早期の再稼働をお願いしたい。また将来代替エネルギーで十分な電力の確
保ができれば切り替えて行くようお願いしたい。
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8394 個人 会社
員・
公務
員

60代 男性 原発を活用すべし 原発稼働の可否が問題となっているが、発電に関する技術が未熟でトラブル
になっている訳ではなく、地震、津波の対策遅れが原因である。稼働出来そう
な原発はどんどん稼働し、安定供給と電力単価を下げ、産業の競争力を回復
することが必要である

8395 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 原発を安全利用して
の電力安定供給、低
料金化

日本の電気料金はアジア周辺国と比較して高価であり、競争力をつけるため
にも安価な電力で対抗していかなければ製造業の海外移転は一層加速し、
弱体化が想定されます。原発を安全利用し電力の安定供給、低料金化を希
望します。

8396 個人 家事
専業

80代
以上

女性 福島第１原発より近
距離の地に住み、事
故の心配をしていた
さなか、とうとう事故
がおき、今避難中で
す。今後も命を守り、
安心して生活するた
めには「ゼロシナリ
オ」しかないことを身
をもって感じていま
す。

３．１１の地震・津波により住宅は全壊・農地は流され、今は見るかげもありま
せん。しかし命だけは助かったので、原発事故さえなければ、１年５か月たっ
た今は何とか片づき、次の住宅への「めど」は立っていたはずでした。原発事
故により着のみ着のままで次つぎと避難場所を変えた末、現在は仮設住宅で
生活しています。現在は避難中で、何とも心がおちつきません。日常生活の
中で気づいたことを次にあげます。・精神的不安から安眠できない・夫はストレ
スから脳梗塞になり、私はせまい避難所、そして自由行動ができない（運動な
どもできない）、座った生活が続いたため、膝が痛くなり治療に通っている。・
前に隣り町に住んでいた娘夫婦とは互いに助け合い、２～３年後には一緒に
住む計画だったが、孫がまだ幼児のため遠くに避難し、放射線量が気になり
近くに来られないため、一緒に住めるかどうか不安である。・祖先伝来の土地
やお墓を守らなければならない立場から、遠隔地に移住することは不可能。・
前住所の近くに家を建てたいが、いつになったら区域が解除されるか不明◎
原発は一日でも早くなくし、安全な発電方法の対策を立てるべきだと思いま
す。

8397 個人 自営
業

30代 女性 ５０％以上の省エネ
を前提に、自然エネ
ルギー１００％を目標
とした政策立案をうな
がすエネルギー基本
計画を求めます。原
子力発電所は、全基
即廃炉にして下さい。

使うからつくり、あればあるだけ使う、という悪循環のままでは、エネルギー基
本計画を白紙からつくりなおすことにはならないと思います。国民ひとりひとり
が家庭や職場で、「今使っているエネルギーは本当に必要か？」という問いに
向きあい、「（目先の）利益や利便性を手放したくない」という“おそれ”から解
放され、「本当に必要な分だけ、感謝して使う」という自然でシンプルなマインド
を獲得することが、原発立地自治体の関係者を含めた国民みんなが幸せに
暮らすために必要な、本当の変化だと思います。それができれば、５０％以上
の省エネは、十分可能です。そして、５０％以上の省エネができれば、外国か
ら来る化石燃料（ウラン含む）ありきのエネルギー政策とは根本的に異なる発
想で、計画が立てられるはずです。循環して枯渇せず、ゴミも出さない地産地
消の自然エネルギーを、本当に必要な分だけ使う、という発想です。これだけ
を決めれば、政策資金や民間の投資が、眠っている数多くの技術に流れ、今
はムリだと思われている技術が、あたり前になるのに、そう時間はかからない
でしょう。原子力発電は、世界的に地震が急増している中、リスクが高すぎま
す。放射性廃棄物をこれ以上増やさないためにも、大飯原発は即停止し、他
の原子炉とともに、安全な廃炉への道を歩きはじめて下さい。

8398 個人 学生 10代
以下

女性 いのちをたいせつに
してください！

こどもにあぶないでんきはやめてください。ちきゅうにやさしいあんぜんなでん
きにしてください。あんぜんなちきゅうをつくりましょう。

8399 個人 自営
業

40代 女性 「０シナリオ」以外は
考えられません。即、
原発ゼロに向かって
下さい。

ウラン、石油、私達の暮らしを支える資源は、地球環境や生物の命、人々の
人権を大切に出来るものではないと感じます。よそから何かを持って来なけれ
ばならない、何かや誰かから何かをうばう形にならない、日本独持のエネル
ギーの有り方を進めて欲しいと考えています。地球をも多くの命や人々をも幸
せにするエネルギーの有り方を、優秀な日本の官僚や政府に作って行って欲
しいです。『愛』を基準とした政策を楽しみにしています。そんな国の国民であ
りたいです。

8400 個人 家事
専業

30代 女性 ゼロシナリオで、ゼロ
から考える社会を希
望します。

これ以上、星の中からいろんなものを人間勝手に搾取していたら、地球に生き
る事、生かされているその事すら出来なくなってしまうって真実は、小学生の
息子や娘ですら容易に理解出来ます。私たちみんなが生まれてきたこの時代
を、次へその又次へと受け継いでゆくために、もうここらで、ゼロから考える、
共に考える社会を希望します。

8401 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 パブリックコメント受
付様ありがとうござい
ます。

日本のエネルギー環境は、そろそろ限界にきています。３つのシナリオを見て
いると０％１５％２０－２５％にわかれていて私的には０％に賛成です。２０３０
年まで待たなくても良く、今、直ぐにでも原発をゼロにして、日本の人がエコの
生活を心がければ原発はいらないし、太陽、水力、風力、地熱、バイオマスエ
ネルギーに力を入れて脱原発を目指してほしい。

8402 個人 自営
業

40代 女性 ①ゼロシナリオを選
択します

原発はゆるやかに廃炉して頂きたい。そして自然エネルギーの研究・開発・使
用拡大を推進して欲しい。まだ“足るを知る”こと、私達個人個人が自分が満
足できる量・質を知り、不安・恐怖から必要以上に求めることがないよう、精神
性を高めていく方向を後押しして頂きたい。私達の本質はとてもシンプル　シ
ンプルに生きれば必要なエネルギーの量も質もシンプルになり、過剰なもの
は必要なくなります。私達が本質に沿って生きられますようサポートをお願い
します。
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8403 個人 家事
専業

60代 女性 原発＝核兵器だと思
う。昨年の「３・１１」を
はじめ、今まで全国
であわやという事故
は多々あった。人命
も失われた、下受、
孫受けの労働者の被
害は相当数にある。
隠された事故を思うと
一基も必要ない。早
急に、自然エネル
ギーに代えよ！

日本が原発を持つ事への不安、不満は大きい。この地震国で利権のみとしか
見受けられない原発を持つ事が信じられないくらいだ。それは「３・１１」の対応
を見ても良くわかる（東電、政府）こんな経営者、各省庁（官僚）議員の資質で
原発を持つ事など１０万年、１００万年も早い。もう少し自分等の能力を知って
ほしい。今回の事故の処理。１年半経っても、原発地元の生活は安心からほ
ど遠い所におかれている現実を知ると、責任を取らない、取ろうとしない人々
は死刑に価いする。自覚して事故処理に当れ！※「自分の責任で、原発の再
稼動の“ＧＯ”を言った」という首相は「責任」と言う意味を知らないと思う。なぜ
なら、現状を見てなんの責任も果してないのに、これからの事で取れるはずが
ない　寝ごとは寝て言え！

8404 個人 無職 70代 女性 ①を選びます。ただ
し、段階的に廃炉に
すべきではなく、即時
の全原発の廃止を求
めます。

福島の事故は、絶対安全と国民と地元に宣伝してきたのに、完全に裏切られ
た。地震国日本に原発を作ることが、この有様となった。農林漁業を皆減に追
い込み、国民の生活を根府から破壊する原発は即時に全廃すべきものと思い
ます。世界に先がけて太陽光発電を開発しながら、この有り様は情けないの
一語につきる。新たなエネルギー源はいくらでもある。

8405 個人 無職 80代
以上

女性 福島原発事故により
原発がいかに危険な
ものであるか明らか
になりました。命を守
り安全に安心して暮
らすためには、原発
は一日も早くなくすべ
きです。それには「ゼ
ロシナリオ」しかあり
ません。

安全だと言われていた福島県の原発事故により見えない放射能は、福島県
民の生活環境をうばっています。将来の子ども達を守るためにも、原発はいり
ません。

8406 個人 家事
専業

80代
以上

女性 「原発ゼロシナリオ」
を選びます。

「原発ゼロシナリオ」を選びます。６７年前、私は空襲で家が丸焼けになり、何
もかも失ったけれど、焼あとに再び家が建てられました。でも福島ではそれが
出来ません。何で？原発事故の放射能のためなのです。もっと、もっと自然エ
ネルギー利用をすすめ、私達も省エネに協力して、大切な子や孫・その先の
世代の命を守るために一日も早い原発ゼロを実現して下さい。

8407 個人 無職 80代
以上

女性 - ①ゼロシステムを選択します。理由・原発が絶体安全とは言えない。・廃棄物
の将来をどうするのか。・福島など故郷を失った人たちをどうするのか。・利益
のために原発事業を推し進める人たちを許せない。

8408 個人 家事
専業

50代 女性 ゼロシナリオを支持
し、２０３０年までの出
来るだけ早期にゼロ
にする。

再稼動反対です。東海第二原発の近くに住んでいます。福島の原発事故以
来、不安です。震災以降、地震がある度に、原発の事が頭から離れません。
事故が起これば、人間の手で止められない原発はもういらない。地域分散型
エネルギー供給、自然エネルギー推進進めて下さい。

8409 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

50代 女性 ゼロシナリオを支持
し、今すぐ原発ゼロに
する。

東海村と接する市に住んでいる者として、原発はゼロにしてほしい。福島の原
発事故のようなものが、もし東海でも起きたとしたらと、想定してみると、どん
な現実が待っているか―。よく分かります。

8410 個人 無職 60代 男性 選択肢は「原発ゼロ」
で即時、安全・安心
の日本にしましょう。
再稼動もすべて（大
飯３・４号機も含め）
止めてください。もん
じゅの核燃料サイク
ルも早く断念して下さ
い。

１．福島事故の反省も全く無く、再稼動など論外です。２．日本の進路はひと
つ、国が「脱原発」を明確にして、自然エネルギー等を推進して下さい。３．原
発はそもそも被爆労働を前提にした非人道的行為で成り立つ許せないもので
す。さらに核のゴミの最終処理場もなく、未来の人々へ負の遺産を残すのみ
です。即刻止めてもらいたい。４．ドイツやイタリアにできることが、日本にでき
ないことはありません。原子力以外の発電の技術と産業の育成が新たな経済
力を生み、東北の復旧の礎ともなります。

8411 個人 無職 60代 女性 「原発ゼロシナリオ」
を選択します。再稼
働絶体反対します。

・福島で被災された人々、特に子ども達の将来にとても不安を感じています。
子ども達・孫たちの未来を守らなければなりません。

8412 - - 80代
以上

女性 原発ゼロシナリオを
望みます「２０３０年に
原発０」ではなく「即
刻原発０」主張します

・電力の供給については企業、家庭の節電で工夫や努力で大幅な節電実績
がある・再生可能エネルギーの技術面、コスト面の進歩　原発の事故では多く
の一般市民に危険が及ぶ・廃炉、廃き物の管理。再生可能エネルギーの普
及にシフトすべき

8413 法人・
団体等

- 70代 女性 原発ゼロシナリオを
望みます。「２０３０年
に原発０」ではなく「即
刻原発０」を主張しま
す。

・再生可能エネルギーの技術面、コスト面、進歩大幅な普及あり・原発の事故
では、多くの一般市民に危険が及ぶ・現におきてる福島原発の事故収束に向
けての作業では技術者を含む全労働者が被曝線量限界に達した場合でも事
態を収束させる責任を国が負っている

8414 法人・
団体等

- 80代
以上

女性 原発ゼロシナリオを
望みます。「２０３０年
に原発０」

・電力の供給については企業・家庭における節電　昨年に比べて大きな混乱
はなく、工夫や努力で大幅な節電実績がある・原発の事故では多くの一般市
民に危険がおよぶ・廃炉棄物の管理再生可能エネルギーの普及にシフトすべ
きです。
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8415 個人 会社
員・
公務
員

50代 女性 大切な人類のため自
然環境を第一に考え
たい。

今こそ自分達の生活を見直し自然と共存した生活、自分だけの為だけでなく、
すべての生物と共存するために。世界中の人々が知恵を出しあえば必ずク
リーンエネルギーがあると信じている。

8416 個人 無職 80代
以上

女性 ゼロシナリオを採る
べきだ。ただし２０３０
年までには１８年余も
あり、その間、天変地
異や人災の危険は大
きい。その危機感が
内閣や官庁に感じら
れない。再稼動は直
ちに禁ずべきである。

意見と理由　意見（前述）理由１．この国の“歪”の状態“東北地方三陸沖地
震”は非常にスケールの大きな地震だった。日本列島にかかっていた“東西圧
縮”の力は、今のところ様変りし、わが国土の“歪”の状態はほとんどが変化し
た由だ。しいていえば、今まで活断層のなかったところに新たにそれが実現し
たとしてもおかしくない…という地震学者のことばを、私は実感をもって聞き、
首肯している。終戦前後の地震の活動期とその後の静穏期、さらに再び来た
“大地動乱の時代”を年寄の私はひしひし感じている。ゼロシナリオの１８年は
いな、１０年でも５年でもこの危険な時期にあって、あまりに長い。理由２．天
変地異の危険、人災の危険とその対策が殆どされていない。まだ想定外に近
い状態のものまであるとしか思えない（以下例示）“想定外”に近いのは火山
爆発で、近隣の被害は云うまでもないが、遠隔地でもこわいのがガラス質・ミ
クロン以下の微塵で酸の付着したものである。アイスランドの火山灰ですら、
北極圏経由の飛来が懸念されていた。原発の近傍に“活火山”がないからと
いって安心はできない。コンピュータの誤作動、電源（非常用含む）喪失、さら
に従来技術による部品を含め、直后の点検の及ばなかったものが後におこす
不具合…いつかはおこりかねない災害と思う。問題提起ははじまっているよう
だが、実際の対策にはほど遠いと思う。地震について…“揺れ”についても、
最近、重力加速度を超えるどころか数倍のケースもいくつか伝えられており、
安心などできない。一方地盤の傾きや“ずれ”は最近やっと破粋帯のチェック
の形ではじまったが、徹底的にチェックされるのであろうか？古い活断層では
ない“弱い面”であっても、近くの活断層の活動に伴って傾いたりずれたりする
ことは、果してありえないのか？すこし例示したが、「想定すべきこと」「見直す
べき指針・基準規格等」「急ぎ築くべき諸施設」の殆どが未実施だと思う。加え
て福島第一の真実がまだ十分解明されていない。どうして再可動して安心な
ど言えるのだろうか？理由３．核のゴミ問題　核のゴミは今でも積み重なる一
方なのにこれ以上ふやしてどうするのか？ゼロシナリオでは再処理やもんじゅ
開発はしないことになっており、これは評価できる。（地震に非常に弱いもん
じゅは、中継装置もやっと装着された由、一刻も早く燃料が水素爆発や核暴
走しない保管方法を開発し、移してほしい）しかしながらゼロシナリオでも、脱
原発するまで核のゴミは増え続ける。これ以上、厄介なものをふやさないでほ
しい。乾式キャスクでの保管が考えられようが津波の遡上や山崩れなど今ま
でより広く検討が必要と思う。ゼロシナリオでなお残るのは再処理ずみ・再処
理途中・失敗したガラス固化体・高レベル廃棄物であろう。保管に以前より国
民の目がきびしくなっているのは言うまでもない。〔付〕原子力規制委員会設
置法の附則第１２条に原子力基本法の改訂が盛り込まれていて本年６月２０
日に成立した由。基本方針第二条の２項に「我が国の安全保障に資すること
を目的として」の文言が入ったとのこと。あいまいな文言であるが戦中育ちの
私は、将来、核のゴミの軍事利用へシフトしては大変とアレルギーをおこして
います。理由４．再生可能エネルギーについて　透徹した長期見通しに基く実
現への具体的な工程表が必要！７月５日、当地の日経夕刊に、英国が２０２０
年に洋上風力７０００基、発電能力３２００万キロワット、原発３０基分１３兆円
の計画―という記事が出た。その志と長期の計画が羨ましかった。もとよりま
ずデンマークやドイツの先見の明があり、それに続く国々も多い。しかし、腰の
重い英国が変化する気になっている！もちろん、洋上風力の条件は彼我、異
る。沿岸を少し離れると急に深くなるわが国の姿、台風、地震、つなみ、雷…
枚挙にいとまがない。変化に富んだわが国土では、何よりも現地現物のあり
ようをキメ細かく見つめ、感じとり、計らねばならない。外国文献や既存の文献
に書いてなくても現物から察知することが必要だ。再生エネルギーの工程表
を書くには一方で長期の文明・文化の大きな変化を見すえ、他方で現地現物
から各地のちがいを見てとり、地元の生きた目を生かすことを欠いてはならな
い。サンシャイン計画から４０年近い。ムダにした年月、その理由を明らかに
し、これ以上貴重な年月を失わないでほしい。〔終りに〕命や心や環境が大事
　エネルギー政策は、国民の生命を守ることを第一に考えるべきである。私は
戦中育ちで、食糧燃料はもとより、ないものづくしの中で育った。生命や心の
あり方や環境が守られるのであれば経済上の繁栄は多少犠牲にしてもよい。
ただ“等しからざるを憂う”心は保ちたい。

8417 個人 家事
専業

50代 女性 今すぐ全ての原発を
廃炉に！！シビアア
クシデント時の国民
の安全対策を！！安
心して住める美しい
日本を子孫に！！
０％

広島、長崎への原爆で被曝され悲惨を人生を歩まなければならなかった人々
を一番よく知っているはずの日本人が自国民に放射能をバラマクという結果
になったのは、①地震国である事②シビアアクシデント時の国民を守るべき対
策が何も考えられていなかった事　この２つがまず考えられる。①は現在も地
震国に変わりはない。②については何も対策を打たず大飯を再稼動する国で
ある。この２点だけみても原発は今すぐ廃炉にと方向を変えていかなければ
第２、第３のフクシマは起こるだろう。世界に放射能をバラマキ美しい日本は
誰も住めなくなるだろう　住めても廃人だらけとなってしまう。エネルギーのな
い日本なら自国のものを利用する事を第一にしなければならないはずであ
る。ならば地熱エネルギー利用で日本はトップになっていくべきなのに。地熱
発電をしてる電力会社はあるのだろうか　国民の安全を確保する対策も考え
ないような国に危険物取扱い（原発）の許可は認められない。
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8418 個人 無職 60代 女性 原発は①事故②廃棄
物の問題を考えると、
即やめるべきだ。１０
年２０年先などのん
びりしたことを言わな
いで！

地震列島のこの国で、しかも地震の起きる時期に原発を続行するのは自殺行
為に等しい。他のエネルギー源、たとえば風力・地熱・太陽光等の研究実施を
早急にすゝめる。それしかこの国の将来はない。目先の利益を追う電力会社
は方向転換するべきで、原発以外からも利潤を得る方法はあるはずだ。我々
消費者は今電気をできるだけ使わぬよう努力している。協力体勢はあるの
だ。

8419 個人 無職 70代 男性 原発ゼロを選択す
る。

福島原発事故は終っていません。東電や政府は「加害」責任をどう思っている
のでしょうか！再稼動など考えられないことです。野田首相は「私の責任で」な
ど発言していますが、原発事故が再び起れば、責任など取れないことは明ら
かです。

8420 個人 無職 60代 女性 原発ゼロシナリオ（早
期に原発をゼロにす
る）を選択する。

福島原発の事故で原発のキケン性がよく分かった。放射能廃棄物の処理に
ついても、またその管理についても数万年以上かかると云われている。放射
能汚染も地域、川、海へと広がっている。汚染は日本全土に広がっている。内
部被ばくは深刻。夫婦や、子供達はどう防いでいけばいいのでしょう。地震列
島の日本に原発は不要です。ただちに「原発０」を決定し、そのうえで、これか
らの社会の仕組みや、私達の生活の有り様を考えていく事が大切です。

8421 個人 無職 60代 女性 地震が多く幾多の岩
盤の上に成り立って
いる島国、日本では
危険極まりない原子
力発電所は作るべき
ではない。温暖化防
止にはプラスであっ
ても、自然災害には
全く無力で国境を越
えて被害が広がり、
他国にも迷惑をかけ
ている。又、地球上に
は人間だけが生きて
いるのではなく、多く
の動植物が共に生き
ている事を考慮に入
れるべきである。

「①ゼロシナリオ」を選択　今回の地震、津波で原子力発電の抱える問題危険
性を十分知ったはずではないか。自分の住み慣れた土地を奪われ、いつ戻れ
るかも分らない。職を失い、健康を害され、家族がバラバラになり生きる術を
失った人達がどれほど多くいるか。その心があれば早急に廃止に向けるべき
である。今回のような事故が無くても使用済み燃料の処理の問題がある。経
済発展ばかりを追求し、便利、快適を求め人間の都合の良いように自然を変
革できるという思い上がりの気持を抱いていたのです。自然の恵みを一杯受
け自然に生かされている人間は自然無くしては生きていけません。自然破壊
するような原子力エネルギーは可及的速やかに廃止し、自然エネルギーに移
行すべきです。

8422 個人 会社
員・
公務
員

50代 女性 原子力政策推進から
再生エネルギーの促
進、省エネルギー推
進への政策転換を強
く求めます。

原発を続けることは、将来の子どもたちにどうすることも出来ない危険な放射
能を残すことです。使用済み核燃料をどうするかの技術も処分場所も不確定
な中で、原発を動かすことはできません。「ゼロシナリオ」を決定し、原発立地
市町村には新しい地域経済復興の施策を実施することをお願いします。

8423 個人 会社
員・
公務
員

60代 男性 子どもや孫たちのた
めに「ゼロシナリオ」
を支持します。

２０１１年３月１１日に発生した東日本大震災による東京電力福島第一原子力
発電所の事故で、原子力発電の現状が明確になった。原子力発電の事故に
よる影響が、これほど恐ろしいものかを知らされた。発電時にＣＯ２を排出しな
いので地球温暖化の対策となり、コスト面でも有利と伝えられてきた。ところ
が、「運転の安全確保」と「使い終わった燃料から生じる高レベル放射性廃棄
物の処理」というマイナス面を見落していたのだ。放射性廃棄物は放射能が
強く、減衰するまでの長期間にわたり生活環境から隔離することが必須であ
る。さらに廃棄物最終処分の場所や廃炉の問題など山積みの原子力発電は
一日も早く全廃するべきである。全廃による電力不足に対しては、現在の半分
の発電量だった３０年前の生活を参考に「節電生活」を考えるべきである。

8424 個人 無職 70代 女性 ゼロシナリオで進む
べき。安全を支える
技術や人材を確保
し、これ以上のリスク
を避けること。

原発事故により国土が放射能で汚染され住民が住みなれた故郷を離れなけ
ればならない現実を目のあたりにして、絶対にゼロシナリオで進むべきだと考
えています。将来を生きる子供たちに安全な国土を譲らなければ、その努力
をしなければなりません

8425 個人 家事
専業

80代
以上

女性 「原発ゼロシナリオ」
を選びます。

・責任を取らない政治家、経済家達を信用出来ない。・子供の未来をどうしてく
れるのか…・技術立国日本、他のエネルギー（開発）にもっと力を入れるべき。

8426 - 無職 80代
以上

男性 “原発ゼロシナリオ”
即時廃炉「脱原発」核
は人類・地球を破滅
する。

核の豊さより人類の安全・自然の豊さを求める。世界の人々は“平和”という
一つの問題に結集しなければならない。“争い”のない社会を求めて、核兵
器、原子力を含めたエネルギー利用、とも止め、貧しくも平和な生活がほし
い。
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8427 個人 無職 40代 男性 ゼロシナリオ支持。即
時全原発停止。

ゼロシナリオを支持し、大飯原発３・４号機を今すぐ再停止し、原発ゼロにする
ことを要求します。未曾有の原発事故を起こした日本には、もはや原発を利用
する資格はありません。７月１０日、羽鳥光彦気象庁長官は、「マグニチュード
６以上の地震は、日本のどの原発直下でも起きる可能性がある」と国会で答
弁しました。「原発即時０％」以外の選択肢をどうして政府が提示できるのか、
私には全く理解できません。大飯原発３号機が７月に再稼働するまで、日本
は「原発ゼロ」でしたがどこも停電しませんでした。原発がなくても電気は十分
足りていることが実証された以上、原発を使う理由はありません。省エネル
ギー、再生可能エネルギーに対する取り組みをもっと進めてください。環境Ｎ
ＧＯの試算では、２０３０年までに最終エネルギー消費４０％削減、再生可能エ
ネルギーの電力における割合は６０％をめざすことも十分可能である、として
います。私の母は福島県出身です。自然豊かな母の故郷は放射能にすっかり
汚染されてしまいました。今も放射能におびえながら福島で暮らしている親族
の人たちが大勢います。私には、「即時ゼロシナリオ」以外の選択肢を認める
ことは絶対にできません。

8428 個人 無職 60代 女性 「脱原発」の一日も早
い実現を。

人間が始末におえない危険な原発。地震国日本に原発はＮｏ。（３・１１後で日
本にこんなに沢山の原発ができていたことを知った今、）日本の未来のため
に、今すぐやめるべきだ。（不便になる豊かさが後退する？命が危険にさらさ
れる方がもっとこわい！）地域で被爆者の方を支援する会に属しているが、今
また被爆二世が苦悩しています。放射能は永遠に脅威となります。なっている
のです。広島、長崎、福島を経験した日本、自然エネルギーを基にした新しい
エネルギー政策を世界に示してください。
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8429 - 無職 60代 男性 選択肢、意見聴取会
問題。事故はなくせ
ない。４号機危険。事
故処理困難。廃棄物
処理ツケ重大。被爆
者の健康被害。住民
の悲劇。無責任国
家。ゼロ以外なし。政
治決断で社会は動
く。電気効率使用。電
力システム改革。

１．選択肢自体の問題　ゼロ、１５、２０～２５の３案が提示されているが、１５
はともかく、２０～２５は更に原発の数基の新設を織り込むという、福島事故を
経験した人間の発想とはとても思えない非常識かつ非現実的な案である。同
案は「原子力及び原子力行政に対する国民の強固な信認が前提となる。」と
述べているが、その信認が得られないことは明白で要するに空論。日本国の
原子力行政に対する原子力ムラ以外の一般国民の信認はゼロであろう。この
ような案をことさら提示する意図は何か。それはこの案の対置でゼロ案をより
非現実的かつ理想論空論に見せかけ、１５案をいかにも中立的、現実的なも
ののように印象づけ、もって世論をその方向に誘導せんとする巧妙な作為が
見える。国民を愚弄している。国家がいまだに原子力ムラに支配されている証
拠である。２．意見聴取会における原子力ムラ関係者の発言について　ゼロ
案以外に発言希望者が極めて少ない状況は正に一般国民の認識の反映。三
案に同数の発言者の割り振りは一見公平を装いながら実は原発存置案に有
利で、極めて不公平。電力会社社員発言が批判された。原子力ムラの意向を
受けた原子力行政を見直すべく一般の意見を聴取するために行った意見聴
取会ではなかったのか。当然最初から当事者たるムラ関係者を排除すべきが
（修正したようであるが）、そうならなかった。前項同様、原子力ムラ支配の証
拠である。実施回数、発言者数も重要問題にしては少なすぎる。ガス抜き、ア
リバイ作りと言わざるを得ない。３．原発事故はなくせない　人類はすでに知ら
れているだけで３回の原発重大事故を経験した。福島事故はうち最大最悪の
部類かつ継続中で、空間的時間的に人類に甚大な悪影響をもたらす。放射能
を軽減する手段はない。原発は機械であり一定確率で事故、故障を生じ、か
つ寿命がある。自然災害の影響を受ける。地震、津波、火山噴火、水害その
他自然災害は人類が統御できない。テロ、航空機事故の可能性もある。原発
事故はゼロにできない。事故になれば火力発電所などと比べものにならない
重大な結果を及ぼす。福島原発は津波だけでなく地震動そのものによる損
傷、電源喪失の可能性が指摘された。環太平洋の火山国、世界一の地震国
日本に原発適地はない。原発敷地及び付近の活断層の存在が隠され、ある
いは偽られ、過小評価された事実も明らか。原発以外からも電気は得られる
事実を踏まえ、たかが電気エネルギーを得るためにこのような危険を侵すこと
の愚かさに気付くべきである。政治家、学者その他指導的立場の人間は、善
良の社会観及び先見性をもって社会をよき方向に導く責務がある。関係者の
認識、思想の欠如を感じる。おのれの金儲けのために人類を危機にさらすの
かと言いたい。４．４号機の危険性　福島第１の４号機燃料プールには数基分
の使用済み燃料があり、中には取り出されて比較的時日が短いものからの崩
壊熱発生で継続的安定的な冷却を強いられている。かつ、大量の使用済み
燃料が格納容器なし、壊れかけた建屋上部のプール内という極めて不安定な
状態にある。若干補強されたものの、さらなる大地震で損壊するおそれがあ
る。最悪では膨大な量の燃料が露出焼損という先般事故をはるかに超え、列
島を分断する事態となると指摘されている。使用済み燃料の取り出し開始は
来年末とされるが、作業そのものが危険かつ困難でいつ終わるか予測できな
い。作業途上で重大事故（重量物落下、プール損傷、冷却系の故障）、大地震
が起きない保障はない。５．不安定の安定　冷却水循環系は急ごしらえで、長
大な配管系統（ホースも使われている。）は大地震で損傷するおそれあり。高
濃度汚染水が噴出したらどうするのか。安定しているように見えて、実は不安
定、脆弱である。また、集積し続ける高濃度汚染フィルタの処理をどうするの
か。汚染水は地中に浸透し、あるいは海に出ている。どのように処置するの
か。６．事故処理の気の遠くなるような困難性　事故原子炉１～３号機は圧力
容器、格納容器が破壊し、溶融核燃料等が下部に溜まっている絶望的な状況
にある。それらを安全に取り出して事故を完全に処理する手段はなく、今後の
開発に待たなければならない。強烈な放射能下ではロボットに頼らざるを得な
いが、そんな環境に耐えるロボットはなく、開発の可能性も疑わしい。たとえ多
年かけてロボットシステムが開発されても、一旦炉内部に入れればそれだけ
で強汚染する。いわんや故障しても修理不能。何のことはない、莫大な金をか
けて膨大な強汚染の廃棄物を次々に増やす羽目となる。そのために何兆何
十兆の金がかかるか誰にも計算できない。東電が払いきれない分は国民負
担になる。それらのツケは全て子孫に残される。これ以上無責任な話があろう
か。７．放射性廃棄物処理の問題　トイレなきマンションと言われるように、放
射性廃棄物の完全処理の手段を人類は持たない。強汚染の廃棄物は溜まる
一方で、保管場所は限界に近く、その管理には数千年数万年以上かかるとさ
れる。地中に埋める案があるがその場所がない。仮にどこかに埋めても数千
年、数万年も誰が管理するのか、何の保障もない。それらのツケは全て子孫
に残される。これ以上無責任な話があろうか。ツケを残さないために消費税を
上げると言うが、より膨大な原発と原発事故のツケについてはどう考えている
のか。大飯原発３、４号機の再稼動は、ツケを残さないと言う野田総理主張と
整合しない。また、再稼動に際し、野田総理は「私の責任で決断した。」と述べ
たが、再度の大事故が起きたときその責任を一政治家や一政権が取りきれる
とでも思っているのであろうか。これまた無責任の極みではないか。８．被爆
作業者の健康被害と作業ミス増加の可能性　一定被曝量の作業者は被爆作
業から除外せざるを得ないが、健康被害が今後大きな問題となるのは目に見
えている。今後数十年以上長期間の被爆作業を強いられる結果、いずれ熟練
者払底により未熟練者を使用せざるを得なくなる。被曝量の偽装行為が現に
発覚した。未熟者の作業ミスによる重大事故発生確率は確実に増大する。
９．被爆住民の健康被害　一般被爆者の健康被害は長期にわたる懸案とな
る。甲状腺その他の癌発生は大問題となろう。医療費は国の財政を圧迫す
る。被曝量による安全の閾値はないとされる。チェルノブイリ事故同様、日本
人は今後長期にわたり被爆による癌発生とそのおそれに脅かされることとな
る。特に年少者に対する悪影響に対しては、「決断」した政治家はどう考えて
いるのか。１０．土地を追われた住民の悲劇　何の咎もなく突然住み慣れた土
地を着のみ着のままで追い出され、土地家屋、生産手段、生活手段の全てを
失って途方に暮れる住民の心情はいかばかりか、想像を絶する。賠償金で解
決できる問題ではない。人災と認められた今回事故でこのような計り知れない
悲劇をもたらした事実に直面しながら（しかも継続中。）、なお原発を新設し、



整理
番号

個人/
法人等

職業 年齢 性別 ご意見の概要 御意見及びその理由

運用せんとする政治家、ムラ関係者、経済界の感覚は完全に国民から乖離し
ている。言語同断としか言えない。無責任国家と言われて反論できるであろう
か。被害者にはどのように映るであろうか。１１．結論　（１）原発の全廃と再生
可能エネルギーの開発促進　今回事故により、政府の原発推進政策が事実
をもって否定されたと認識すべきである。子孫に責任を持つ限り、脱原発、ゼ
ロ案以外の選択肢はあり得ない。２０３０年などといっている場合ではない。即
刻全ての原発を廃止すべきである。現に原発ゼロで過ごせた実績がある。原
発は異次元の危険性を有するゆえに、危険性と経済性を秤にかけるべきでは
ない。これは哲学、世界観の問題ではなかろうか。原子力政策は壮大な誤り
であったことを認識反省し、これまで原発にかけた費用労力を再生可能エネ
ルギー開発に振り向けるべく政治が基本的な方向を決定すれば社会は動く。
人のエネルギーが出る。経済が活性化する。雇用も生まれる。同時に気の遠
くなるような廃炉廃却の作業に取り組まなくてはならない。計り知れない負の
遺産、何の実りもない後始末であるが、事故の可能性を抱えた原発新設、存
置よりましであるとしなければならない。（２）電気エネルギー浪費の防止、高
効率使用　電気エネルギー浪費を戒め、使用の効率化、高効率機器の普及
は避けて通れない。電気エネルギーを大切にし、抑制的、効率的に使用する
社会システムの構築に向けて今こそ政治が力を発揮すべきである。世界に迷
惑を及ぼした日本の責任を自覚し、率先して世界にアピールし、範を示すべき
である。（３）電力システムの改革　関係審議会等で検討されているが、人智
の総力を挙げて取り組み、限りあるエネルギーを有効に用いるシステムに改
組すべきである。（ａ）地域割り、縦割り９電力体制の解体、新体制の構築（ｂ）
発送電分離、送電網の一括管理（ｃ）送電網の地域連携強化（ｄ）多様な電気
供給事業者の参画促進

8430 個人 家事
専業

30代 男性 全ての原発を直ちに
廃炉にすべき。
２０３０年では遅すぎ
る。

地震の活動期にある日本で原発を稼働させること自体、正気の沙汰とは思え
ない。大地震は明日にでも起こり得るし、再び大事故が起こり国土が汚染され
れば日本は滅びの道をたどるだろう。原発のコストが安価というのは嘘で、稼
働しなくても多額のコストのかかる（メンテナンス費用）原発の現実を指摘する
専門家の意見を聞くべきだ。（「原発は不良債権である」金子勝慶応大教授）
御用学者ではない専門家の登用を実現させてほしい。

8431 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

50代 女性 どういう状態であれ、
危険な原発はなくす
べきだと思う。廃炉に
したところで危険であ
る事に変わりない。

今でも、これからも原発のゴミは処分してしまう。方法も、場所も最終的にはな
い状態で増え続けている。少しでも、危険の少ない方法を考えるべきだと思
う。原発を利用し続ける事は、危険が増え続ける事であると思います。安全で
美しい地球を後世に残したいと思います。

8432 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

40代 女性 原発ゼロシナリオを
選択します。

原発とは、もともと核を正当化するためのキャンペーンのひとつとして米国政
府が日本に押しつけたものだから、もともと必要ありません。炭坑が閉山した
あとの村々のように、原発マネーで潤っていた町々は消えていくでしょう。日本
政府はきちんと補償してあげてください。

8433 個人 自営
業

40代 男性 - -

8434 個人 会社
員・
公務
員

40代 女性 原発ゼロシナリオを
支持します。

放射線の人体や環境への影響、またそれが後世まで引き継がれるということ
を考えると、原発は徐々に廃止するべきだと思います。同じような惨事を起こ
さないためにも、人と自然に優しいエネルギーの開発にご尽力願います。

8435 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

50代 女性 原発ゼロシナリオを
選びます

３０年原発に反対してきましたがとうとう福島の事故がおこってしまいました　
今すぐ全原発を止めて欲しいです　全国にたまりにたまった使用済核燃料と
放射性廃棄物をどうするのかも決められないのに今快適な生活を送るために
これ以上未来にツケをまわすのは犯罪だと思います　発送電を分離して電力
の自由化を進めて下さい　そうすればたとえ今より電気料金が高くなっても自
然エネルギーを選びます　自分でエネルギーを選びたい！

8436 - 無職 70代 - 原発は０％を望みま
す。２０３０まで待てま
せん。すぐ廃炉にして
下さい。

①放射性廃棄物を大量につくり出す原発は人間と共存できません。人類に未
来を望むなら、原発は廃炉にすべきです。②原子力の平和利用はできませ
ん。原爆製造技術を持ち続けることはやめなければなりません。③原発はク
リーンだというウソはもう通りません。全世界から原発をなくすことが、人類絶
滅を止めることとなるのですから

8437 個人 家事
専業

70代 女性 ・脱原発依存を選択
するには「０％シナリ
オ」しかありえませ
ん！脱原発を実現す
るためには、２０３０
年時点で０％という選
択だけでは不十分で
す。一刻も早く０％を
実現することが必要
です。

・福島の原発事故は原因すら明らかでなく、誰一人責任を問われず、原発の
安全性だけは全く確保されないままに再稼働へと舵が切られました。・野田首
相の再稼働を決めた言葉、「私が責任を取る」はひとたび原発事故が起きれ
ば、責任など誰にだって取りようもなく、途方もなく惨禍がもたらされたのを目
撃したばかりではないですか！・安全性が担保されていない大飯原発を再稼
働させることがどうして「子どもたちの未来のために」なるのでしょうか？・福島
の人々は既に、原発に依存しない社会に向けて生きることを選びました。この
福島の声を政府は国民の側になって本気で聞いて下さい！

8438 個人 自営
業

50代 女性 原発は即時停止、廃
炉作業の開始。自然
エネルギーの開発

・国土を失わせる政策は、許せません。・解決方法のないものに、お金をつぎ
込み続けるのは、許せません。・広大な地域の人々の生活、健康、環境をお
びやかしていることが、許せません。・事故が起きても、隠ぺい体質のしくみが
変わらないなら、信用できず、許せません。
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8439 個人 自営
業

50代 男性 原発の即時稼動停止
及び廃炉自然エネル
ギーの開発

既に避難されている人々がいて、確実に戻れない人々もいらっしゃいます。幻
想を抱かせ、責任も取らない体制のままで良い訳はありません。政府も東電
も責任を取っていない今の状況を今後も続けていくのは問題であり、失望して
います。今のエネルギー政策がどこまで影響をもたらしたか考えるべきです。
廃棄物の処理もできないものに金銭を投入し続けるのはやめるべき。

8440 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 ゼロシナリオを強く希
望します。原子力は
いりません。

事故が起きてしまい、収束もしておらず問題は山積み。安心して暮らすことの
できない事態を引き起こしてしまうリスクの高いエネルギーを用いてまで多量
の電力が必要だとは思いません。震災前の価値感ではもはや通用しないと思
います。一時的に燃料費はかかってしまうかもしれませんが、実は豊富で研
究開発の余地があり、可能性のある自然エネルギーに期待します。

8441 個人 家事
専業

40代 女性 「原発ゼロシナリオ」
を選びます！

「原発ゼロシナリオ」を選びます！命を脅かす原発など要りません！！！地震
国日本での原発は、正に時限爆弾そのものです！省エネの取り組みを進め
れば、原発など必要ありません。実際に、５４基の全原発停止中も、私たちは
生活してこれました。危険と背中合わせで生活するのはもう真っ平で
す！！！命あっての経済です！！！

8442 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

60代 女性 ①ゼロシナリオ 孫の代に負の財産を残さない為、あらゆる努力して、原発に依存しない社会
を私達大人の責任で構築する必要があります。その為に少々の、不便はがま
んします。日本に生れて良かったと思えるような国作りを、お願いします。

8443 個人 無職 70代 女性 ①ゼロシナリオ　原発
に依存しない社会の
構築

原発は、東電福島第一発電所の爆発事故で明らかなように、かけがえのない
地球に、放射能をまき散らす事が、一度事故が起きれば収束出来なくなりま
す。原発関連予算を自然エネルギー予算に早急に振り替える事を強く望みま
す。

8444 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 「ゼロシナリオ」を決
定し、原発立地市町
村には新しい地域経
済復興の施策を実施
することを求めます。

-

8445 個人 無職 60代 男性 ①２０３０年までに原
発依存度を０％とす
る。

１．これまで溜った使用済核燃料、そしてこれからも溜まり続ける使用済核燃
料をどうするのか？何十年も前から故障続きの再処理施設「もんじゅ」には全
く期待できないし、使用済の核燃料を埋める場所も決まっていない。原発設置
当初からトイレのないマンションといわれ、いまだに解決できていない。２．原
子力という非常に危険なものを扱っているという意識が低い。作業員の大半を
下請けにまかせていて安全な管理ができていると思っている姿勢が信じられ
ない。原子力にかかわる人間は全員電力会社の正社員であるべきである。
３．電力会社トップの原発に対する意見を見聞きしていると自然災害への危機
意識が薄い。２０３０年までに大きな地震や津波が再び日本列島に襲来しない
ことを祈るばかりである。

8446 個人 無職 70代 男性 最終的に原発を０に
する。そのタイムスケ
ジュールを明示する

原発の安全性は、証明されてない。

8447 個人 無職 70代 女性 １．原発は全部廃棄
する。計画的に即進
めること。２．これを
決定するのは、国民
の意志にもとずくこ
と。３．原発に安全は
ない

１．日本は、地震災害危険ＮＯ１の国である。ここに原発を進めて来た日本政
府は、おおきな間違いを犯した。未来の子供達を、生物を、地球を壊さないた
め、国は廃棄すべきである２．原発を止めるかは国民の意志による。原発を
稼動を決めた総理に万一の時の責任はとれるはずない。福島みればわかる。
原発被災者はもとの安心した暮らしにもどれるのか。３．原発は作れても、核
廃棄物の処理方法が決まってない。長い年月、放射を出し続ける廃棄物を、
この地震列島で誰が、どう管理していくのか説明して下さい。◎政府が脱原発
をはっきり宣言することで、再生エネルギー産業が日本の優秀な学者によって
競われ、経済も発展すると信じます。

8448 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 原発依存０％「ゼロシ
ナリオ」を望みます。

「ゼロシナリオ」を決定することで日本の未来が開かれます。世界からみても
原発はマイナス条件であり、デメリットが多い。ここでの決断をまちがえては、
日本は生き残れないでしょう。地球温暖化の防止＝原発という図式はもはや
成立しません。

8449 個人 無職 80代
以上

女性 「ゼロシナリオ」を選
択します。

（理由）（１）福島第一原発事故によって、原発の危険性がはっきりしたからで
す。（２）子や孫を放射能被曝から守るためです。（３）東京電力管内では、全
ての原発が止まっていても、発電量が不足していないからです。

8450 個人 会社
員・
公務
員

60代 女性 今すぐ原発を０に どんどんたまるばかりの使用済核燃料。子々孫々まで影響を与え続ける原子
力発電所は今すぐ０％にして、自然エネルギーなどへの転換を！！原発の再
稼動絶対反対！！
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8451 個人 自営
業

40代 男性 ０％にしてください。 人間と自然と経済を脅かし、未来に大きなツケを残す原発は即刻なくしてくだ
さい。

8452 個人 無職 70代 男性 ０％にしてください。 人間と自然と経済を脅かし、未来に大きなツケを残す原発は即刻なくしてくだ
さい。

8453 個人 自営
業

40代 女性 ０％にしてください。 人間と自然と経済を脅かし、未来に大きなツケを残す原発は即刻なくしてくだ
さい。

8454 個人 家事
専業

70代 女性 ０％にしてください。 人間と自然と経済を脅かし、未来に大きなツケを残す原発は即刻なくしてくだ
さい。

8455 個人 無職 80代
以上

男性 今すぐに原発０％ 福島第１原発事故の原因究明、及び収束もしていない。安全にも不安があ
る。使用済み核燃料を処理する技術もない今、すべての原発は即刻廃炉にす
るべきである。

8456 個人 自営
業

60代 女性 ①ゼロシナリオにして
下さい。

地震国日本には原発は危険すぎます。

8457 個人 無職 60代 男性 ①の原発ゼロシナリ
オを選択します。今
現在より原発の新規
建設は０、再稼働も０
でいっこくも早く原発
をなくして下さい。

いままでのデタラメな原子力行政「原子力村」の実態が明らかになった。国民
の生命、財産を奪う原発事故を防ぐためには原発そのものをなくしていくしか
ありません。大震災、地震はいつ起こるかも知れないのです。

8458 個人 家事
専業

50代 女性 原発ゼロシナリオを
選びます

「原発ゼロシナリオ」を選びます。たとえ事故がおこらなくても危険な使用済み
核燃料を生み出す原発はやめるべきと思います。たとえ自然エネルギーで
も、エネルギーをじゃぶじゃぶ使う生活のあり方を考えなおし、大切に使うこと
です。その上でもうすでにある危険なもの（事故起こした原発や使用済み核燃
料）をどうするか真剣に考えなければならないと思います。

8459 個人 無職 50代 男性 「原発ゼロシナリオ」
を選びます。

原発がなくても電気は足りている　もし足らなければ他の方法を活用すればよ
い　原発から出る核のゴミは何万年も消えないし、作業員が被曝することによ
り健康を害する　原発を運転することによって放射能をバラまいている。

8460 個人 家事
専業

30代 女性 原発ゼロシナリオを
選択します

原発ゼロシナリオを選択します

8461 個人 家事
専業

40代 女性 原発ゼロシナリオを
選びます

“原発ゼロシナリオ”を選びます。すべての生きとし生けるもののために、命を
第一優先して下さい。世の中の頭の良い方達が、お金もうけのためにではな
く、命に優しい環境のために、どうぞ知恵を働かせて下さい。よろしくお願いし
ます。

8462 個人 その
他

30代 女性 原発ゼロシナリオを
選びます。

原発ゼロシナリオを選びます。安心して暮らすのに原発はいりません。電力が
足りないなら、その分はがまんします。

8463 個人 家事
専業

50代 女性 原発０シナリオを選
択します。

原発０シナリオを選択します。２５年前、チェルノブイリ原発の事故の後、反対
運動をして、子供たちの未来のためにとがんばりましたがいつのまにか疲れ
てやめてしまいました。そのツケが今回の福島の事故です。原発を推進するこ
とは未来の人たちに対して加害者になることを選択することです。核廃棄物は
もちろん、事故で放出された放射能は長い間地球を汚染しつづけ除染などと
いう小手先の行動で消えるものではありません。世界に、未来に、胸を張って
生きていくために、新しい生き方を選択すべきです。

8464 個人 家事
専業

40代 女性 原発ゼロシナリオを
選択します！！

-

8465 個人 家事
専業

60代 女性 ただちに０％を実現
すること。責任もとれ
ないことに、再稼動も
新規も温存もありえ
ない。

福島の事故を考えれば、３つの選択肢自体おかしいのではないか。０からの
出発しかありえない。国民や世界への責任をどう考えているのか政府の姿勢
にあきれるばかりだ。地域自立型の自然エネルギーを中心とした新しいエネ
ルギー政策を立てるべきである。

8466 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

40代 女性 原発の比率①の０％
を望みます。

私は福島生まれです。今は石川県に住んでいますが、二度と原発の事故が
起きない平和な時代を子供達に残したいです。安全対策にも限度があり
１００％安全な原発などありえないと思います。多少の不便があったとしても多
くの国民は安心してくらせる国を望んでいます。世界に誇れる‘脱原発の国日
本’を目指して政府・国民一体となり輝ける未来を子供達へ！！
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8467 個人 無職 70代 男性 「原発ゼロシナリオ」
を選択。もんじゅ廃
炉。六ケ所村閉鎖す
べき。

①脱原発。再稼働反対　我が国は地震多発地帯であり、そここゝに活断層が
とおっている国です。そのような国で今後政府や電力会社が原発は安全と云
われても信用できない。現在のように総理大臣が次から次へと変り、その度に
言っていますが変わるのでは、何を誰を信用したらよいのか？②「もんじゅ」廃
炉、六ケ所村再処理工場閉鎖　原爆被害国がもんじゅによりプルトニウム
９８％の核兵器の基になる材料が出来る施設、研究所は不要です。将来どこ
かの国へ加害者となって放射能をまき散らすのか、考えただけでも心が傷み
ます。

8468 個人 家事
専業

60代 女性 「原発ゼロシナリオ」
を選択します。再稼
働絶対反対。

☆何が何でも原発はゼロにしなくてはなりません。①核廃棄物を管理する技
術もないまゝ、使用済燃料は溜まり続けます。②原爆の被災者達は今尚苦し
んでいます。この現実を見ても福島で被災された人々、ことに子供達の晩発
性放射能障害、遺伝的影響を心より心配します。子供や孫たちの未来を守り
たいです。③「もんじゅ」廃炉・六ケ所閉鎖　原子力の平和利用は絶対ありえな
い！④経済第１、又、大企業の利殖のために原発を進めるのは間違っていま
す。

8469 個人 自営
業

50代 女性 ２０３０年、エネル
ギーの原発依存度は
ゼロ％とする。

現在、進行中の自然エネルギー、バイオプラントエネルギー開発、日本近海で
のメタンハイドレートの採掘などにより、２０３０を待たずに、１００％原発は不
要になると確信します。メタンハイドレートも限りある資源ですが、脱原発の意
味で日本の未来へのリスクを軽減することは明らか。原発へかける資産、廃
棄物の永年のリスクから解放され新しいピュアな日本維持へ投資すべきと考
えます。類を見ない災害国の日本では、リスクのない独自のクリーンエネル
ギー開発こそ世界に誇る技術になり得ます。

8470 個人 無職 70代 男性 脱原発でエネルギー
を確保する。自然の
エネルギーの大幅活
用、当面は火力発電
（シェールガス等の）

-

8471 個人 無職 80代
以上

男性 原発はいりません 未来の子供の為

8472 個人 会社
員・
公務
員

60代 男性 自然エネルギー（石
油以外）の活用。

脱原発。将来の為に良くない

8473 個人 その
他

60代 女性 原発ゼロシナリオを
選びます。

省エネルギーの取組みを進め、自然エネルギーを推進して下さい。

8474 - 会社
員・
公務
員

20代 女性 原子力エネルギーを
２０３０年には０％の
依存に。そのぐらい
の気持ちでないと依
存はなくせない。自
然・再生エネルギー
の発展に日本の持て
る知力・財力を投げう
ち取り組むべき。

国が本腰を入れて自然・再生エネルギー開発に取り組む。原発は将来的に非
常に危険なもの。福島をおそったような災害も含め、災害は人間がコントロー
ルできるものではないし、もし原子力発電の施設を狙うテロがあったらひとた
まりもない。中でも“もんじゅ”は即刻やめるべきもの。原子力への依存をなくし
ていく方針なら不必要である。その維持費を自然再生エネルギーにまわせば
よい。日本は海に囲まれている。海洋エネルギーの発展に力を入れて欲し
い。
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8475 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

50代 女性 ①ゼロシナリオを支
持します！国内の全
ての原発を廃炉
に！！もんじゅも反
対！！

原子力発電は放射能を出し続けるプルトニウムをどうする事もできない。地中
に埋めて解決もしない。技術的に未完成な原発でなくても、資金さえつぎ込め
ば太陽光、風力、小水力、地熱など日本の風土を利用したエネルギーは、未
来へ生きる子ども達の生命をおびやかす事はない。人として福島の現実を、
我事として取らえよ。美しい故郷を奪われた人達は今も全国にバラバラにな
り、放射能に汚染されると知りながらも、福島に残って暮らしている人達。農
業・酪農・商店の将来を悲観して自ら生命を断ってしまった方々の無念の想い
を察するなら、原子力発電を続ける事がいかに愚かな行いか、小学生でもわ
かる事だ。国民の多くは不便さを我慢しても、節電や過度に電気に頼らない生
活を模索し、努力している。より多くの電気を使う生産現場においては、経済
力のある大企業から範を示し、大陽光発電システムや蓄電池を利用する等々
再生可能エネルギーに切り替える努力をすべきと考える。そんな企業には国
民も好感を持ち、同じ買うなら努力している企業から買おうという流れも起こ
る。いま損して将来の得を取る本当に賢い経営者に期待したい。人が生きて
いて初めて経済も成り立つのだから。電力会社の根拠もはっきりしない電力
不足→計画停電等のおどしの様な通知も届く昨今、政府は指導力を発揮し
て、細かい数字を出させて欲しいし、電力料金値上げの根拠も示して（示させ
て）いただきたい。何よりも第一にすべきは東電の原発事故の徹底した原因
解明や被災地の除染、環境調査であろう。放射能汚染は地球規模でみれば
核実験や原子力潜水艦の沈没事故、不法投棄等々１９５０年代以前から始
まっている。電力会社の社員が今回の震災による原発事故で「放射能による
死者はいない。」と平然と話しているのをテレビニュースで見たが、「それなら
「建屋」の中の原発の中心部に入って、直接事故の原囲を調べてくれたらいい
じゃないか」とテレビにむかって叫んでしまったくらい、感覚がマヒしているし、
物の見方が科学的ではない。放射能によってガンが増えて来たのはまぎれも
ない事実だが、よほどの放射線を浴びなければ主原因としては特定する事は
できない。しかし、被爆国日本においては、放射能によって人体がいかにむし
ばまれていくかはすでに体験ずみのはずだ。その国に起きた原発事故の事も
わかっていないのに、再稼働を決めた現野田政権は、国民の生命の安全に
対してどう責任がとれるのか？（責任などとる気がないのは明白だが…）提案
としては官公庁、病院、学校などの屋根に太陽光電池を税金で取り付ける事
だ。災害時の拠点となる場所だけに有効性はあると思う。財源としては、グア
ムへ米軍基地移転に出す３兆円や思いやり予算を「国民への思いやり予算」
へ使途を変更したら…？もっと環境の事を考えてこれからのエネルギー政策
を進めてほしい。それからガレキ処理はまず電力会社、原発企業等々に引き
受けてもらう事だ。原発を推進して行きたい政治家、研究者、企業家はまず自
社家屋や自宅に汚染されたガレキをうめたてる等はしてほしいと思う。（それ
でも余るのは目にみえているから、それ以降の物はやはり各地で引き受ける
しかないが。）自分は安全な所にいて、原子力から出る利益だけを得て、最も
危険な作業は（ろくな装備もつけずに）立場の弱い日雇い労働者にさせる事で
いいのか？最後に、環境調査や気象観測、火山研究等にもっと予算と人を増
やすべきだという事をお願いする。以上

8476 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

30代 女性 原発に反対します 必要以上の便利さより、この先何十年、何百年、安心して暮らせる平和な国を
望んでいます。危険にさらされて生きていくのは嫌です。原発にかわるエネル
ギーを早く開発して下さい！…この世界で生きているのは人間だけではない
ですよ…

8477 個人 無職 30代 女性 原発ゼロシナリオ 原発は「トイレの無い家」だ。そんな家には誰も住めない。だから原発は必要
ない。

8478 個人 家事
専業

60代 女性 原発ゼロシナリオ 原発はたいへん危険で人と共存できるものではない。

8479 個人 無職 60代 男性 危険で高価な原子力
発電所はいらない

いちど暴れたら制御の出来ない危険な設備。原発は殺人産業だ。廃棄物と国
民に付けをまわすな。

8480 個人 会社
員・
公務
員

50代 女性 ゼロシナリオを推め
て下さい。原子力は
大きなエネルギーで
すが、危険もはらん
でいます。人間は完
全ではありません。
０．００１％でも危険で
す。

原子力は、安全が確保できれば大きなエネルギーでありますが、日々、原子
力発電所で働いている方々は、少量かもしれませんが放射能をあびていま
す。事故さえおこさなければ安全で低料金で電力を作れますが、ひとたび事
故をおこすと、その対策費は、原発以外で発電した場所の差額をゆうに上回
わる金額になり、人々の健康不安も増します。人間は完全ではありません。ほ
んのちょっとしたミスで、事故は起きます。原子力事故を避けようと思えば、脱
原発しかありません。

8481 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

70代 女性 安全なのはゼロシナ
リオだけですからゼロ
シナリオを選択します

福島原発事故は安全、安心と信じてきた住民を裏切ってしまった。その住民
の生活保障、今後の目度も立たないうち、ゼロシナリオ以外のシナリオはあっ
てはならない事です　パーセントを低くしても事故が絶対にないとはいえない
のですから。安心して生活できる社会を守るためにも！！
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8482 個人 会社
員・
公務
員

40代 女性 「２０３０年までに原発
ゼロ」ではなく、即刻
原発ゼロにするべ
き。日本の全原発の
停止、廃炉を即刻め
ざすべき。

・地震国日本は原発の建設に不適切　建設当初から科学的に活断層の存在
などあやぶまれていたのに「建設ありき」で進めてきたあやまりに気付くべきで
す。・一度事故がおきたら人間の手におえない、被害が大きすぎるしどんな被
害が今後でてくるかわからない。原子力、放射性物質の被害は人間があつか
える範囲をこえている・今後、自然災害や人的ミスで第二の福島ができてし
まったらどうするのか、日本の存亡にかかわると思う。本当に日本を地球上に
残したいなら今すぐ波力、風力、地熱、等人間と共存できるエネルギー研究を
進めるべきだと思います。・他国への原子力プラントの輸出もやめてほしい。
日本で事故がおきなくても他国でおこれば、地球は汚れます。

8483 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 原発０％　直ちにす
べて廃炉にすべき
だ。

今の科学では原発は制御できない。核廃棄物処理の技術も確立していない。
使用済核燃料を無害化させるのに１０万年と想定される。福島第一原発事故
が収束していない　いまだ福島の人々、残された動物たちが苦しんでいる。

8484 個人 家事
専業

60代 女性 ゼロシナリオを選択
する

原子力は決して安全とか、経済的とは思わない。日本は被曝国であり、又、核
廃棄物の処理技術も確立出来てないのに原発を推めることは矛盾している。

8485 個人 無職 60代 男性 ①ゼロシナリオを選
択すべきである

理由１）我国は近い将来に巨大地震の発生が指摘されている。２）原子力は
人類では制御不可能であり、絶対安全はありえない。（３）原子力は安全、経
済的と言い続けてきた政府、学会、電力業界の論理は完全に破綻している。

8486 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 日本の国の資源を考
えた場合、エネル
ギーをミックスして電
力供給を行なう事が
重要、資源や発電単
価、環境、安全を総
合評価し対処すべ
て、資源の無、日本
は国民の生活、国の
産業、世界の位置ど
りを考え

原子力発電の比率は現時点では２５％は必要で、現在出されている３つの枠
組みは、不適切である。

8487 個人 自営
業

70代 女性 「原発０です。」まず、
国民と世界に向け
て、原発ゼロを宣言
する。

①経過的措置として再稼動と称して、なし崩しに再稼動を認めることは許さな
い。しっかりとした歯止めをかける。②新規原発の稼動はあり得ない。③再生
エネルギーの実用化に総力をあげる。④原発がある地域に再生可能エネル
ギーの開発や、実用化の施設を置いて、地域の雇用と、経済を支える。廃炉
の作業や技術はこれからも必要である。⑤企業においても、家庭でも、通年の
節電を定着させる。蓄電によるピークカットやエネルギーの地産地消など大規
模発電所を抑制する　理由①放射性物質と人間は共存できない。生命にとっ
てどんなに危険であるか、明らかになった。②環境に放出された放射性物質
をコントロールすることが、不可能であることが、日を追う毎に明白になって来
た。③「核のゴミ」の処理の処理方法がない④ウラン燃料も有限であり「もん
じゅ」の稼動は更に危険であり、今後もあり得ない。⑤将来、資源の枯渇は当
然であり、再生可能エネルギーの実用化を世界に示すことは、地球環境を救
う道です。今、その実現のために舵をきる絶好のチャンスとしなければなりま
せん。

8488 個人 家事
専業

80代
以上

女性 ゼロシナリオを支持
し、今すぐ原発ゼロに
する。

私は１３才の時広島長崎の原爆投下があり大勢の人達が大変むごい状態で
なくなり、生き残った人達も癌で苦しんでいる状態です。福島原発でさえ、自分
の家に住めない事故から二年すぎていても政府にしても東電の担当者にして
も考えが甘すぎる。当時のひさんな状態の写真があり何回みても絶対原発を
電力に使うのは反対

8489 個人 家事
専業

70代 女性 支持する基本対策は
即時原発０です。ゼ
ロシナリオ追加対策
後欄化石燃料比率現
状程度６５％には大
いに異議あり。表３．
０シナリオ太陽光発
電数値を最上げて、
今すぐ取り付け可能
な新築家屋に補助金
を沢山出すべき

広島、長崎、福島原発と３度核の恐ろしさを日本人全体として共有した教訓を
踏まえ、今でなければ言えないこと、原発０宣言だと痛感した　現時点で日本
中の原発を止めても放射能は１０万年先まで出し続けるという、とてつもない
怪物を子々孫々と受け継がせてよいわけがない。再生可能エネルギーを考え
てみると、最もわかりやすくて、手近かにある太陽光発電を国策として強力に
推進するべきであると考える。蓄家器やパネルの開発や製造に血税を惜しむ
ことなく投入して安価に各家庭で設置可能となる政策を早急に法制化してほし
い。風力発電については、設置場所で環境問題、騒音問題、設置費用等諸問
題があって、狭い日本では適さないと考えます。

8490 - 無職 70代 女性 地震国日本で私達の
安全を確保するに
は、「ゼロシナリオ」し
かありません。

福島県では原発事故によって、見えない放射能に生活環境を奪っています。
いったん事故が起きれば取り返しができません。「ゼロシナリオ」を決定して、
私達の安全を確保してください。

8491 個人 会社
員・
公務
員

50代 女性 原発ゼロシナリオを
選択します。

-
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8492 個人 その
他

50代 男性 人類がコントロールで
きない原発（放射能）
を、これ以上放置さ
せない！ただちに撤
退し、再生可能エネ
ルギーに切り替えの
方針を！諸悪の根源
はアメリカ言いなり、
財界優遇の政治にあ
る。

一貫してブレない政党を見極め、共同の輪を拡げて推進勢力を包囲しよう！

8493 個人 家事
専業

60代 女性 現在の便利快適な生
活（欲ボケ）を見直
し、“少欲知足”な生
活に転換することに
よりエネルギー消費
を少なくすることがで
きる。①

日本のエネルギー自給率は６％です。デンマークは２０年かけて自給率５％
から１００％まで回復したそうですから、日本も本気で節減すれば回復可能だ
と思います。これまでの経済優先政策を環境エネルギー優先に転換し、節減
することが必要だと思います。その為にはこれまでの“欲ボケ”から脱し“少欲
知足”を国策として資源消費を１０分の１（ファクター１０）にすることを政府が
国策として打ち出すことが必要だと思います。

8494 個人 無職 70代 女性 裏日本の原発から
３０ｋｍ以内に居住
し、一人暮らしの高齢
者です。原発は人災
であるのにこれ以上
国民を苦しめない方
法で解決を。天災か
ら守れないから止め
たのに再稼動して、
何を評価させたいの
ですか。

手が不自由で失礼をしました

8495 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 - ｐ１　東電福島原発事故を経たエネルギー選択の力点が、国民の安全・安心
ではなく、国の豊かさや世界のエネルギー選択への影響に置かれていること
に強い違和感を感じる。

8496 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 - ｐ２　「何より安全・安心なエネルギーを優先したいが、これはなかなか難しい」
という認識では国民の安全・安心の確保を軽視していると言わざるを得ない。

8497 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 - ｐ２～３　「環境にやさしいエネルギー」としてＣＯ２しか念頭になかったことが、
東電福島原発事故による過去最悪の環境汚染に至った要因の一つになって
いるのではないか。

8498 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 - ｐ３　東電福島原発事故前に原子力を重視した理由に安全・安心の観点が欠
如していることの反省が全くない。

8499 個人 家事
専業

60代 女性 “ゼロシナリオ”を支
持します。２０３０年と
言わず全ての原発を
即廃炉にするよう強く
求めます。

①使用済み燃料棒の処分について何ら解決策すらない。未来へのツケは許
されることではない。②脱原発に方針を切り換えることで新しい事業に勢みが
つきます。再生エネルギーのみならず廃炉技術、処分方法（地下処分ではなく
数十万年先でもメンテが出来る地上処分）に世界に先がけ、技術を構築する
ことで新産業、雇用などにも良い影響が出ると思います。③人の生命、暮らし
を根底から変えるような技術は技術ではない。④労働者の被ばくありきの原
発はとても恥ずかしい技術との認識を持つべきです。⑤原子力ムラの人々を
筆頭に推進派のみなさま方が一日も一時間でも早く、悪夢から目覚れなれ、
廃炉に向けて一体となって頑張っていきましょう。人の心、一人の人間として
の良心を取り戻していただけますよう切に切にひたすら祈ります。⑥此の期に
及んでも推進したい方々は是非とも家族揃って福島県に移住してください。ま
た、原子力安全・保安院は地方分権の状況も考え合わせ、福島県移してくだ
さい。そして原発、エネルギーに関する会議は福島県で開催してください。

8500 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

30代 女性 選択の中では
「２０３０年迄に原発
ゼロ」を選びますが、
即廃炉を求めます。

パブコメ期間を延長し、こんなにこそこそと意見募集をしないでもっと広く国民
に今後のエネルギーがどうあるべきかを問うて下さい！！節電要請や原発が
ないと電気が足りないといったプロパガンダの効果で、パブコメ３つの選択肢
では洗脳された国民は１５％シナリオに誘導されます。これはおかしいです。
３．１１後、私達日本人の進む道が問われています。未来世代にいのちのバト
ンを渡し続けられる、平和で安全な日本にするチャンスとして、国を挙げて頑
張りましょう。
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8501 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

30代 女性 選択の中では
「２０３０年迄に原発
ゼロ」シナリオを選び
ますが、即時ゼロ、廃
炉を求めます！

地震大国の日本で、東日本大震災後、ますます活断層も活発になり、地震の
危険が増しています。福島と同じような事故が起これば日本は再起不能となり
ます。即時廃炉とし、他国の例を参考に電力業界の独占、規制撤廃をし、新
たな発電の企業が参入することで、使用者側に発電方法・料金等からエネル
ギーを選べるようにして下さい。いのちが第一です。安心安全に暮らす権利を
主張します。これ以上、核廃棄物を出してはなりません。送電線の分離電力
自由化、電力の地産地消を進めて下さい。どうかどうかお願いします！！

8502 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

30代 女性 選択の中では
「２０３０年原発ゼロシ
ナリオ」を選択します
が、即刻廃炉すべき
です。

地震国である日本で当然津波も想定される中、大地震となれば構造物として
原発も耐えられません。また原発のコストの高さは「原子力のコスト（岩波新
書）」などでも立証されています。ピーク時の電気料金を高くする仕組みにし
て、ピークの消費を下げ、省エネや自然エネルギーを推進するよう希望しま
す。原発を動かすメリットは国民にとってひとつもなく、リスクは限りなく高いた
め、即時ゼロシナリオを求めます。

8503 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

30代 女性 日本国内の全原発
を、２０３０年迄では
なく、即時、全廃して
下さい。

原発の即時全廃を求めます。大飯はじめ多くの原発直下に活断層があり、地
震活動期に入った日本で原発を動かし続けるのは体に５０個以上の時限爆弾
を巻きつけて生活するのと同じことで自殺行為です。福島と同じような事故が
起きれば、日本は再起不能となります。即時撤廃を！！

8504 - 無職 60代 女性 原発１５シナリオ 脱原発は誰でも望むこと（被災者の不安・苦しみ、又危険）しかし、今の日本
のエネルギー源として、それは不可能（停電、節電でも、仕事・生産の出来な
い中・小企業等の問題等）それには、嘘・偽りの無い・安心出来る規制の説明
をそして何よりも、１日も早く原発に代わるエネルギー源の開発を！・ただ反
対！反対は消費税反対、反対と同じでは１０年、２０年後、ギリシャ、スペイン
の様にならない為　又子孫に、つけが廻わらない為に具体的にはの考えは出
ていない。反対するからには、現実、将来を見すえて話し合いを、又提示を示
さねばと思う

8505 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

60代 女性 原発ゼロを望みま
す。なるべく早く原発
がなくなってほしい。

青森県はプルトニウムの最終処理場ではないのです。どこの県が最終処理を
引き受けるでしょうか。どこも引き受けることなく延々と青森に置くのですか？
約束はどうなるのですか？始末の仕方も出来ていないのになぜこんな危険な
ものを作り続けるのですか？この答が出てからやって下さい。まだ何も答えが
ないのなら止めて下さい。

8506 個人 家事
専業

50代 女性 ゼロシナリオを支持
し、今すぐ原発ゼロに
する。

今回の地震でいろいろ考えさせられました。広島、長崎に続き福島までもが。
日本の未来のために原発ゼロで進めてゆくべき。でないと福島につづく地域
が増えてゆくばかりかと。

8507 個人 家事
専業

70代 女性 「原発ゼロシナリオ」
を選びます。

・原発ゼロのシナリオ・天然ガス、風力、太陽光の組合せの拡大・この時代に
大飯原発の再稼動の不思議？・再稼動の狙いは詰まるところ電力会社の経
営問題と思う。・電力不足よりまず損得勘定であるように思えてならないので
す・次世代の子供の為にきれいな生活希望・不安のない見えないものの中に
いる気味悪さを感じます。

8508 - パー
ト・ア
ルバ
イト

50代 女性 原発ゼロのシナリオ。
すぐにでも原発をゼ
ロにして自然エネル
ギーに変え、安全な
生活をしたいです。

日本は唯一、被爆国なのに何故、原発に頼るのですか？広島や長崎の方達
も十分苦しみ、又福島に住んでいる人達に、故郷をなくしてしまいました。福島
には住めないという人の気持ちがわかります。「恐いです。」又、１４ケ所も日
本にはあるという…。自然エネルギーに変え、脱原発・２０３０年迄にゼロにす
るには遠すぎます。子供達の為に即やるべきです。おいが、福島の原発の所
でお金のために働いてました。内部被爆しているようです。心配です。保障は
ないですし。

8509 法人・
団体等

- - - 即刻、原発０ 国民の安全、安心な生活を第一に考えるべき。

8510 法人・
団体等

- - - 政府の「エネルギー・
環境会議」で提示さ
れた選択肢に対する
意見です。

a）２０３０年までに原発依存０パーセントとする脱原発の計画（ゼロシナリオ）・
原発を続けることは将来の子どもたちにどうすることもできない危険な放射能
を残すことです。子どもたちに核のない未来を築くことが私たちの使命です。
そのためには「a）ゼロシナリオ」しかありません。

8511 法人・
団体等

- 60代 男性 ゼロシナリオを支持
し、今すぐ原発ゼロに
する。

A．福島の東京電力による放射能汚染は、人間の手で完全にもとに戻すこと
はできない。一旦、自然破壊したものを再創造は不可能である。B．放射能汚
染で、福島の地に帰ることすらできない人々、電気のために生活を追われ、先
祖からの土地を失い、誰れが責任を取ることができるのか。C．クリーンエネル
ギーを取り入れ、安心、安全な社会を建て上げることが、国の役割ではないだ
ろうか。原発０％以外選択肢はない。

8512 個人 無職 60代 男性 「原発ゼロシナリオ」
を選びます。原子力
発電はまだ未完成の
技術です。原子力発
電は止めるべきで
す。

「原発ゼロシナリオ」を選びます。理由は下記のとおりです。①核廃物の無毒
化処分ができないこと。②被曝労働が避けられないこと。③事故の過酷なこ
と。以上から原子力発電は停止すべきものと考えます。かつて、排ガス規制を
強化した故に、自動車エンジンの研究が進み、自動車産業が発展しました。
今こそ、総力をあげ、省エネ技術、自然エネルギーの開発に取り組み関連産
業を発展させて下さい。原子力産業に予算を使うより、はるかに効果があると
思います。
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8513 個人 無職 20代 女性 「原発ゼロシナリオ」
を選びます。唯一の
原子爆弾を落とされ
た国、また福島の原
子力発電所事故を受
けた国が、今目覚す
べきは、原発ゼロで
しょう！

「原発ゼロシナリオ」を選びます。選んだ理由は、“原子力”という人間が作り
出してしまった恐ろしい力は、もう必要ないと思うからです。目に見えず、何千
年・何億年と残ってしまう放射能を出してしまう。人々の生活、地球の美しい自
然をも壊してしまう力はいりません。また、時代遅れです。これからは、自然の
力を利用し、環境に配慮したエネルギーを見つけ出す事が、私たちの努めだ
と思います。全ては、地球と未来の為に！！

8514 個人 会社
員・
公務
員

60代 女性 原発ゼロシナリオ 地震がおきやすいから

8515 個人 無職 60代 男性 ２０３０年などと言わ
ず、一刻も早く原発比
率０％を実現すべき
である。最終処分の
目処が立たない放射
性廃棄物をこれ以
上、増やしてはならな
い。

放射性廃棄物が危険のないレベルになるまでには、日本のこれまでの歴史よ
りもはるかに長い何万年もの時間が必要である。われわれは、それまで安全
に管理することができるだろうか。「できる」などと考えるのは思い上がりでは
ないか。原子力エネルギーを自由に制御できると考えるのも同じである。福島
以前に過酷事故がなかったのは、単に幸運にめぐまれただけだと気づくべき
である。

8516 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 原発事故は、人災
（政府と企業の安全
管理の無責任さ、儲
け主義が生んだ杜撰
な政策）。今こそ、自
然エネルギーを国民
の信頼にかけて画策
すべき。

１．原発事故は、人災として、国会で報告されたこと。２．日本政府は、国民と
国の将来、未来に責任を全うすべき立場として、ドイツの様に国民投票をし、
自然エネルギー（風力、火力、水力、その他）に転換すべきである。３．安全性
が不問のまま見切り発車した、原発再稼動は、人間として許せない行為であ
る。４．日本は、もうこれ以上、不要なエネルギーを節約すべき。（全国の自動
販売機を撤去したり、不要な都会の照明をなくす等）

8517 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

60代 女性 「原発ゼロシナリオ」
を選びます。

「原発ゼロシナリオ」を選びます。核物質が人体に影響を及ぼさなくなるのに、
何十年、何百年、何千年と長い時間がかかります。今、原発を止めても核燃
料は、ずーっと管理し続けなければなりません。そんな危険なものに依存して
いる今の電気の使い方は、反省しなければならないと思います。原発事故
で、福島県の人々、原発労働者が、どんなに大変な思いをしているのか…他
人の犠牲の上には本当の幸せはありません。だれもが安心して幸せに生活
できるように政治を行なって下さい。自然エネルギーを利用し省エネを進め、
未来の地球人が幸せに生活できるように、今すぐ原発を止めて下さい。

8518 法人・
団体等

- - - ・原発ゼロシナリオを
選択・即時、ゼロに
向って開始

福島第一原発の事故が全く何も解決されていない。全ては福島の解決から、
しか始まらない。

8519 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 原発をすべて廃炉に
し、自然エネルギー
の割合を増やし、将
来的には、自然エネ
ルギーですべてをま
かなってほしい。

原発事故により、福島から愛知に自主避難しています。幼い子ども達は、父
親（福島在住）と別離し、友人達との絆も引き裂かれてしまいました。地震より
も、原発が爆発する怖さ、そして、福島での、のびのびとした生活ができなく
なった悲しみ。今も福島で放射能に苦悩している人々の事を考えれば、自ずと
原発は要らないと思う。今もまだ、福島の事故は全く収束していない。人間が
制御できないものを動してどうするのか。次の事故が起こるかもしれないリス
クを考えれば、原発をすべて廃炉にし、自然エネルギーでまかなう体制を作っ
ていってほしい。

8520 個人 無職 70代 男性 「ゼロシナリオ」限りあ
る地球上に、無害に
なるまで１０万年もか
かる廃キ物を大量に
出すエネルギー源は
不要です。

太陽光、水流、風、潮流、地熱世界一の自然エネルギー源を有す日本こそそ
の方面で世界のリーダーとなるべきです　人類の安全、平和、ゆたかさの為に
も。

8521 個人 家事
専業

70代 女性 ・ゼロシナリオについ
て意見　２０３０年で
は、遅い。先ず、再稼
働やめて、経済のこ
とは、その後で考える
べき。“いのち”が
あっての経済なのだ
から。

大事故が起こらなかったとしても原発は日常的に放射能を出し続ける、放射
性廃キ物を排出します。広島原爆の何倍もの放射能を持つ「使用済み核燃
料」を生み出します。１０数万年も厳重管理しなければなりません。“いのち”
の未来に致命的な禍根を残します。ウラン発掘から廃キ物処理まで、コストも
すごい！！ヒロシマ、長崎、福島…を体験しながら、再稼働するなんて、狂気
の沙汰としか言えません。

8522 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

40代 女性 即刻廃炉にして下さ
い。

核は人類と共存できません。少しずつ放射線量が上ってゆくならば必ず健康
を害するものと思います。何百年か後に人類ばかりか多くの生物が絶滅に至
るでしょう。一日も早く無くすべきです。

8523 個人 家事
専業

70代 女性 ゼロシナリオを選択し
ます。

原子力を人間が制御できているとは思えない。発電所での制御の問題だけで
なく使用済み燃料の最終的処分の方法、場所も確定しないまま稼動したのは
極めて無責任。発電所再稼動も福島原発の検証なしでは無理。
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8524 個人 家事
専業

30代 女性 原発ゼロシナリオを
選びます。

原発ゼロシナリオを選びます。原発によって出る放射能物質は明らかに危険
です。今回の福島の事故で一目瞭然であり、原発の事故が起こっていなくても
動かすことで環境に多大な悪影響がある事、放射能物質の発生した後の処
理の事、原発はやめるべきです。原発に代わって風、太陽、水を活かした自
然エネルギーを使える様にして下さい。地域ごとの風土にあったエネルギーシ
ステムを使える様に電力システムを改革して下さい。冬の暖房は電気を使わ
なくても、この緑豊かな日本の木を使い、まきストーブに変えていく。マキス
トーブに対する補助金を出すなどして下さい。日本の原発ゼロへの転換は世
界にも広がっていく事を祈ります。広島、長崎の原爆、そして福島の事故、こ
れらから原発ゼロより他は考えられません。子供たちの未来を守って下さい。
これ以上自然をこわさないで下さい。

8525 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 原発ゼロシナリオを
選びます。

原発ゼロシナリオを選びます。なぜなら原発は明らかに安全でないからです。
いくつ安全チェックをしたか、安全システムを置いたかは問題ではない。放射
能自体、何を置いたとしても絶対的に危険な物であり、永久的に安全な物質
へと変化するものでないから。放射能は、すべての自然、水、空気、動物を破
かいする物、毒です。日本の政府は、他のどの国よりも、絶対的に、原発に反
対し守るという責任と役割がある。なぜなら、広島・長崎・福島という歴史的事
実があるから。それを無視する事はできない。私たちの責任は原発をゼロに
する事。彼ら、数多くの犠牲者の方々の為、何も起こらなかったかの様にふる
まう事はできない。訳：妻 (削除)

8526 個人 無職 60代 女性 脱原発 福島の悲劇を二度とおこしてはならない。日本の将来を担う子供たちのため
に私たち大人は声を大にして「脱原発」を訴える。日本政府しっかりしてほし
い。！！！政治家たちよ何をしてるの？

8527 個人 無職 60代 女性 原発ゼロシナリオ
（２０３０年といわず一
刻も早くを目指して下
さい）

国民の約８割が脱原発を望んでいます。経済界、原発地元の云々、それより
国民の声に目を向けて下さい。唯一の被爆国の日本、そして３．１１大災害、
地震多発の日本は原発のない国を目指すのは当然です。政府が“自然エネ
ルギー”へカジを切ったら、国民は、しばらく困難があっても耐え、ついていき
ます。

8528 個人 無職 60代 男性 脱原発（即廃炉） 放射性廃棄物や使用済み核燃料の処理ができない。原発が稼働する限り、
核のゴミは増え続けるために、即廃炉とするべきだ　子供・孫たちの未来を守
ろう、負となるものを残してはならない。二度とあってはならない福島の悲劇。

8529 個人 無職 60代 男性 - 早急に原発依存度をゼロにして、石油も含めて他のエネルギーで発電を行
う。原発事故による電力会社の株価低落は一般株主のささやかな楽しみを
奪っている。再生エネルギー戦略に力を入れることにより株価は上がるはず
だ。

8530 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

40代 女性 原発ゼロシナリオを
選びます。

原発ゼロシナリオを選びます　もっともっと省エネルギーの取り組みはできる
はずです。無駄に便利になりすぎて、人は工夫をすることを忘れてしまってい
ます。５０年前の生活を思い出し、昔の生活に学ぶことは沢山あるはず。もっ
と自然エネルギーを推進し、原発ゼロに今すぐして下さい！！

8531 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 原発ゼロシナリオを
選びます。

原発ゼロシナリオを選びます。人や地球環境を最優先に考えた自然エネル
ギーを推進して下さい。

8532 個人 学生 10代
以下

男性 原発ゼロシナリオを
選びます

原発ゼロシナリオを選びます　原発に頼らず、もっと自然エネルギーを推進し
てほしいです。電力がたりない、ＣＯ２が火力だと出るなどと言っていますが、
なら消費電力を少なくすればつくる電力も少なくてすみます。そこの努力ももっ
としてほしいと思います。

8533 個人 無職 80代
以上

男性 原発０％は絶対で
す。

大地震の発生は確率＝０ではありません。確率＞０です。何１０年先、１００年
…１０００年、万年必ず発生します。大飯原発再稼動など絶対許されません。

8534 個人 無職 70代 女性 原発は０ -

8535 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

60代 男性 全国にある原子力発
電所の即時停止及び
廃炉の決定と手続き
の開始、できうる限り
早期の廃炉を！

・福島での源因究明の徹底・放射能の恐怖を次世代に残さない。

8536 個人 無職 80代
以上

男性 原発ゼロ -

8537 個人 無職 70代 男性 原発ゼロシナリオ選
択

子どもたちの未来のために原発はゼロにするべきだ。
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8538 個人 - 60代 女性 １．原発ゼロシナリオ
を選択　再稼動反対
　もんじゅ廃炉　再処
理反対

大飯原発を動かさなくても、この関西の猛暑は充分に乗り切れるということ
は、火力発電所をいくつも止めていることで証明されています。直下型地震に
際して、大飯原発ももんじゅも福島第一原発どころではない被害を関西だけで
はなく日本中に、世界中にもたらすでしょう。日本は、世界一愚かな国と呼ば
れるでしょう。

8539 個人 無職 70代 女性 （１）ゼロシナリオを選
択します。「２０３０年
まで」でなく、待ったな
しで行政は働いてほ
しい

①使用済核燃料を増やしてはいけません。直接埋立ての安全性も１０万年以
上確認できるはずもなく、日本は地震多発地です。地球の安全を傷つけるよう
な全ての行為は、私たちの生命を脅かします。②原発から海に排出される温
水が、地球温暖化の原因という説を否定できない。温暖化対策としての原発
推進は破綻していると思う③ゼロにするために私ら国民はこれまでの暮らしの
あり方を見直し、忍従すべきは忍従する覚悟ありと信じる

8540 個人 家事
専業

50代 女性 ゼロシナリオを支持
し、２０３０年までの出
来るだけ早期にゼロ
にする。

・ゼロシナリオを支持します。・代替自然エネルギーを順次実行に移し、できる
だけすみやかに原発ゼロにすべきです。・子孫に負の遺産を残すのは、やめ
ましょう！！

8541 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

60代 男性 ゼロシナリオを支持
し、今すぐ原発ゼロに
する。

最終処理方法が確定していない原発は今、直ちに廃炉にしなければならない

8542 個人 無職 60代 男性 現在稼動している原
発をただちに止め、
今後は即存の原発の
稼動をすることなく、
また、建設中の原発
をすぐに工事中止と
すること。

東京電力及び政府は、３．１１による未曽有の原発事故による被害を直視する
ことなく、国民に事故原因を伝えようともせず、今後も原発依存を企図してい
る。それほど安全なものなら東京の代々木公園に建設して下さい。地方の土
地いや日本の領土を奪い善良な市民をこれ以上苦しめないでほしい。即原発
ゼロとする。

8543 個人 無職 60代 女性 今すぐ全原発を廃炉
にすべきです。ゼロシ
ナリオでも日本人は
生きてゆけません。も
し、福島級事故が、
再び日本で起きたな
ら、日本滅亡です。

即時全原発を停止し、廃炉にして下さい。福島での地震（２０１１．３．１１）に続
いて起きた原発事故は、多大な被害と今なお算定できない莫大な経済的損失
をもたらしました。健康被害は、前例のないことなので、未来に亘って予測す
ることもできません。原発事故は福島（やチェルノブイリ）でみるように、国土を
奪います。人の平穏な日常・健康・食べ物・水・空気と生存に必要な全てを奪
います。人間生存不可能。地震多発国日本に、しかも激しい地震の可能性が
当然考えられる日本に、原発を働かすのは狂気の沙汰と言わざるを得ませ
ん。世界に優れた英知を持つこの国の、政治にかかわる人々、政策を立案し
実行する秀でた人々が、日本人の絶滅への道を選択するはずがないと、信じ
たいと思います。

8544 個人 家事
専業

60代 女性 ①ゼロシナリオ、再生
可能エネルギーを
１０％→３５％に増や
し火力発電は現状維
持で原子力発電は即
刻廃止するべき核廃
棄物の始末ができな
い不可能である、未
来の生活を優先すべ
き時である。

何より都心で電気の使いすぎ、一人一人が企業が公共施設がもっと節電する
べき、電車の本数を減らし、自動ドアをやめ自販機をやめ、まだまだ節電でき
ます。

8545 個人 無職 70代 男性 原発廃止し自然エネ
ルギーに

再び原発が壊れれば日本は崩壊する。使用済み核燃料をこれ以上増やすな

8546 個人 会社
員・
公務
員

20代 女性 原発即刻停止・廃止 ・原発が地震で壊れない保証は全くない・巨大な、複雑な装置、安全の確認は
できない・再び、原発が壊れれば日本は崩壊する・福島原発崩壊後の政府の
対応、信用できない・使用済み核燃料をこれ以上増やしてはならない

8547 個人 家事
専業

60代 女性 原発廃止し自然エネ
ルギーに

再び原発が壊れれば日本は崩壊する。使用済核燃料をこれ以上増えると大
変な事になる。

8548 個人 無職 70代 女性 原発ゼロ　原発に依
存しない取組み
を！！

原発、０を目ざして！！広島・長崎・チェルノブイリそして福島　日本は世界で
唯一の被曝国です。６７年経た現在でもその傷あとは消えておりません。多く
の人が今でも苦しんで居ります。福島も同じ、これから何年苦しまなければい
けないのか。考えて下さい。せめて普通の生活を望みます。

8549 個人 無職 60代 男性 戦争を無くそう 主な戦争はパレスチナとイスラエルだが土地を整理しイスラエルと米国は金を
出すべきだ　それにともなって世界が付随してお金を出すのだ　戦争にアメリ
カがそうとうな金をつぎこんでいる　その分戦争につぎこんでいる分お金を出
したらどうだろうか。
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8550 個人 その
他

50代 女性 地震国日本では、い
つ、大規模地震がお
きてもおかしくないの
です。その中で、原発
の安全性を保つこと
は不可能でしょう。
「ゼロシナリオ」の他
に私たちの安全を確
保する道はありませ
ん。

原発の安全性を保つ事は、不可能です。子ども達の未来を保障する為には、
今、自分たちに出来る事は「ゼロシナリオ」ではないのでしょうか。山・海・故郷
を守り子どもたちの未来を守る事だと思います。

8551 個人 無職 70代 男性 ①案の０％を支持す
る

危険な核燃料廃棄物の処理の見通しが全くなく、溜まる一方の廃棄物の無力
化（放射能の）の科学をもたない、原発はやめるべきなのだ。停止、廃炉して
一ｇといえども廃棄物は出させない。

8552 個人 会社
員・
公務
員

50代 女性 ゼロシナリオを選び
ます。即刻日本中に
ある原発をゼロにし
てください。

ゼロシナリオを選びます。即刻原発ゼロを望みます。１．無責任な事前調査を
基に建設された原発施設の下から次々に活断層がみつかっている。そもそも
日本の国そのものが活断層の上に乗っかっているようなもので、今まで事故
が無かったことが不思議としか言いようがない。今後第二、第三の“福島”が
おこるのは目に見えている。即刻全ての原発を止めるべきだ。２．福島の原発
事故はまだ収束しておらず、解決の目途すら立っていない。この事故から世
界は脱原発に向かっているのに、当事国の日本は早々と大飯原発を再稼動
させた。日本とは、被災者を救うこともできず、地球規模で環境を汚染し、恥さ
らしの犯罪的な国家だと思う。国際的な信頼を取り戻すにはまず今ある原発
を全て廃炉とするところから始めるべきだ。３．電気は原発が無くても足りてい
る。その証拠に、大飯原発再稼動と同時に火力発電六機を停止している。（電
力会社と国は正確なデータを国民に知らせる義務があるはずだ。）原発以外
の電力で充分まかなえる。また研究すべき。

8553 個人 無職 70代 男性 - ①ゼロシナリオで原発に頼らない社会脱原発社会を実現すべきだと思いま
す。事故から１年５ケ月が経過しても、１０万人以上の人達が避難生活を余儀
なくされ、事故原因や責任の所在も明らかになっていません。更に、使用済み
核燃料の最終処分場や放射能汚染水の貯蔵・処理などについても具体的に
示されていません。現代の科学では、核燃料は「冷やす・固める・埋る」しか処
分の方法がない中で、処分問題は半永久的に向き合わなければいけない問
題として残ります。大飯原発の再稼動は直ちに停止すべきです。子供や孫た
ちの未来や将来のために、今私達大人の責任として脱原発社会の実現に向
けて努力すべきだと思います。

8554 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

30代 女性 原発ゼロシナリオ 子供達の将来の為に、生活を守っていただきたい。誰もが安全にうそのない
社会に。

8555 個人 家事
専業

50代 女性 原発ゼロのシナリオ
でお願いします。

これからの日本が放射能におびえる事無く自然のエネルギーでまかなえる社
会の転換を希望します。

8556 個人 会社
員・
公務
員

50代 女性 全ての原発を再稼動
させず廃炉にする

・原発は人間の力でコントロールできない危険なものです。・ＣＯ２を出さないと
のキャンペーンが行なわれていましたが、原発を動かすためには火石燃料が
なければならず、クリーンなものではありません。・廃棄物の処理費用を含
め、事故が起きた時のリスクをコストに入れれば原発は安くありません。・廃棄
物の処理をどうするのか？現在のところ、地中深くに保管する以外の方法は
なく、何万年、何十万年にもわたって安全に管理することを子孫に押しつける
なんて絶対許されません。

8557 個人 無職 60代 女性 「原発ゼロシナリオ」
を望みます。

・再稼動はしないで下さい！子ども達に健康な未来を残す為に原発は０にして
下さい。・もっと自然エネルギーを推進して下さい。・既に破綻している核燃料
の再処理の廃止を決めて下さい。

8558 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

70代 女性 原発ゼロシナリオを
望みます

子供達に放射のうのおそろしさを二度と味わせないで下さい

8559 個人 自営
業

70代 男性 原発０シナリオを望
みます。

再稼動はゼッタイにしないで下さい。放射のうが全国に広がり子供達の未来
はない！！それでは国がほろびる。

8560 個人 無職 70代 男性 原発ゼロシナリオ 子どもや孫が健康な人生を全うできるように、目先のもうけなどに目をくらませ
ることなく１００年、２００年後に責任をもった政治が行われることを強く希望す
る。

8561 個人 会社
員・
公務
員

60代 男性 原発ゼロシナリオを
望みます

再稼動はしないで下さい。地震国日本に技術の未確立な原発は不要です。・
省エネルギー・再生（自然）エネルギー推進のために税金を使うこと。・放射性
廃棄物の行先がないのにこれ以上増やさないでほしい。
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8562 個人 無職 40代 男性 ①ゼロシナリオを選
択します。

事故時のリスクがあまりにも大きい上に放射能を除去する技術も人類はまだ
持っていません。つまり未完成な技術です。リスクが大きく未完成な技術を実
用的用途に使用するのは自殺行為です。また、防衛面から見ても原発を攻撃
されれば莫大な被害が出てしまいます。日本は爆弾を体に巻きつけられてい
るような恐ろしい状況なのです。

8563 個人 無職 70代 男性 人間は何度失敗をし
ても学ぶ事のできな
い動物なのでしょう
か？うちの犬は１度
失敗すると２度失敗
する事はありません
（痛みをともなう事）ゼ
ロシナリオ選択しま
す。

-

8564 個人 家事
専業

70代 女性 むつかしい事はわか
らないが原発事故が
あってから、わからな
いながらも日本だけ
でなく地球全体が最
悪の場合、人間もふ
くめあらゆる動物が
生きて行く事が出来
なくなる事になるよう
に思えてくる。なんと
しても安全なエネル
ギーを願う。ゼロシナ
リオ選択します

-

8565 - その
他

80代
以上

男性 唯一の原爆被爆国で
あり、原子力の恐しさ
は痛感しているはず
である。したがって原
発は全廃すべきであ
る。ただし再生可能な
エネルギーに転換を
急ぎそれまでの間最
も安全な原発は利用
すべきである。

諸外国で原発の事故後もまゝならぬ状況であり、日本も福島原発の事故後も
処理がまゝならない状況である。したがって代替エネルギー政策、例えば太陽
光・地熱・風力・水力・海の波動等の自然エネルギーの利用を研究して実施す
べきである。火力発電はＣＯ２の関係で絶対停止すべきであり、地球温暖化
のため北極の氷壁が崩壊し、海面の上昇をもたらし人類が生息できなくなる
可能性がある。今後子孫のためにも温暖化対策は強化すべきである。地震国
日本にとっては、原発は将来全部廃炉にすべきであるが代替エネルギーが稼
動するまでは、各家庭はもとより産業界全体を含め経済がマイナスにならない
よう地質調査をして最も安全な原発は若干稼動してもやむ得ないと思います。

8566 個人 家事
専業

70代 女性 「原発ゼロシナリオ」
を選びます

「原発ゼロシナリオ」を選びます。地震国日本では原発は危険すぎる。そして
核廃棄物の問題があり、将来の日本子孫に負の遺産となってしまうから。

8567 個人 無職 60代 男性 原発ゼロシナリオを
望みます。既存原発
は、ただちに廃炉とす
べきです。

-

8568 個人 無職 60代 女性 原発ゼロシナリオを
望みます。

ノーモア・ヒロシマ、ノーモア・ナガサキ、ノーモア・フクシマです。使用済み核
燃料の最終処分場も未定のまま多くの原発が稼動していたのはどういうこと
なのか、理解不能ですし、今まで事実を知らなかったことへの責任を感じてい
ます。

8569 個人 無職 70代 男性 原発ゼロを望みま
す。

自動車を運転するためには保険が必要です。「責任をとるため」です。原発の
運転にも完全に責任をとるための保険をかけて下さい。フクシマの事故で、そ
の責任をとれぬことがはっきりしました。責任とれぬなら運転止めて下さい。

8570 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 現在の科学レベルで
は制御も処理も出来
ないことが明白となっ
た原子力発電所は廃
炉にすべき。

・原子炉からの廃棄物を処理することが出来ない。でも毎日々ゴミは出続け、
たまり続けている。・万が一の事故に備えるというが、すでに福島で事故が起
き多くの人々が逃げまどい今も不幸の底にいる。今だに事故炉を含め事故の
発生原因さえつかめていない。・当り前の話だが、原爆がなければヒバクシャ
は生まれなかった。原発がなくなれば爆発もなければ放射能の心配もない。・
国は、これからも情報を小出しにするのだろうから、私達はいつまでたっても
不安を払拭出来ないし、安心した暮らしは出きないだろう。

8571 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

50代 女性 原発は将来的には
０％になるようにして
欲しい。

原発は一度事故を起こすと、被害は、膨大になり、もとの状態に戻すにはとて
つもなく長い年月がかかり、又、本当にもとの状態に戻す事はできないと思い
ます。人間は人間が制御、コントロールできないものは作ってはいけないと思
います。

8572 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 「２０３０年に原発０」
ではなく「即刻原発
０」

新指針案が導入しようとしている「残余のリスク」の概念は逃げ口上に過ぎな
い。万が一でも事故は起こり得ることが証明された以上、危険な原発をそのま
ま稼動させ続けることは国民に対する重大な裏切りである。未来にリスクを残
さない方向で日本を成長に導くべき。時間をかけて自然エネルギー比率を増
やすプランを示してほしい。
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8573 個人 会社
員・
公務
員

40代 女性 「２０３０年に原発０」
ではなく、「即刻、原
発０」に。再生可能エ
ネルギー開発に本腰
を入れるべき。

このパブリックコメント募集の前提が「２０３０年までは原発が維持される」とい
うものであることが問題。福島原発の事故で大きな教訓を得た今、即刻原発
を０にして考えるべき。原発直下に活断層ありの現状で事故そして甚大な被
害は今後も免れない。原発に頼らない自然エネルギー比率を増やすスケ
ジュールを国民に示してほしい。

8574 個人 会社
員・
公務
員

40代 女性 「２０３０年に原発０」
ではなく、「即刻、原
発０」へ

半減期が何千年とかかる放射性廃棄物を排出する原発の存在に、昔から危
惧を抱いています。自分たちの代で始末ができない廃棄物を後世に残す原発
は、速やかに停止すべきではないでしょうか。また、「電力不足」というのであ
れば、第三者委員会の調査を導入すべきと考えます。

8575 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 ①「原発ゼロシナリ
オ」を選択します。日
本が国民や海外に向
け原発から再生可能
エネルギーになるべく
早く移行するという姿
を示す事により、国民
を放射能の危険から
開放し、将来への希
望や意欲が生まれ、
経済復興にもつなが
ると思う。

-

8576 個人 - - - ①「原発ゼロシナリ
オ」を選択します。日
本が国民や海外に向
け原発から再生可能
エネルギーになるべく
早く移行するという姿
を示す事により、国民
を放射能の危険から
開放し、将来への希
望や意欲が生まれ、
経済復興にもつなが
ると思う。

-

8577 個人 自営
業

30代 女性 ①「原発ゼロシナリ
オ」を選択します。日
本が国民や海外に向
け原発から再生可能
エネルギーになるべく
早く移行するという姿
を示す事により、国民
を放射能の危険から
開放し、将来への希
望や意欲が生まれ、
経済復興にもつなが
ると思う。

-

8578 個人 会社
員・
公務
員

20代 女性 ①「原発ゼロシナリ
オ」を選択します。日
本が国民や海外に向
け原発から再生可能
エネルギーになるべく
早く移行するという姿
を示す事により、国民
を放射能の危険から
開放し、将来への希
望や意欲が生まれ、
経済復興にもつなが
ると思う。

-

8579 個人 会社
員・
公務
員

20代 女性 ①「原発ゼロシナリ
オ」を選択します。日
本が国民や海外に向
け原発から再生可能
エネルギーになるべく
早く移行するという姿
を示す事により、国民
を放射能の危険から
開放し、将来への希
望や意欲が生まれ、
経済復興にもつなが
ると思う。

-
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8580 個人 会社
員・
公務
員

20代 女性 ①「原発ゼロシナリ
オ」を選択します。日
本が国民や海外に向
け原発から再生可能
エネルギーになるべく
早く移行するという姿
を示す事により、国民
を放射能の危険から
開放し、将来への希
望や意欲が生まれ、
経済復興にもつなが
ると思う。

-

8581 個人 会社
員・
公務
員

20代 女性 ①「原発ゼロシナリ
オ」を選択します。日
本が国民や海外に向
け原発から再生可能
エネルギーになるべく
早く移向するという姿
を示す事により、国民
を放射能の危険から
開放し、将来への希
望や意欲が生まれ、
経済復興にもつなが
ると思う。

-

8582 個人 会社
員・
公務
員

20代 女性 ①「原発ゼロシナリ
オ」を選択します。日
本が国民や海外に向
け原発から再生可能
エネルギーになるべく
早く移向するという姿
を示す事により、国民
を放射能の危険から
開放し、将来への希
望や意欲が生まれ、
経済復興にもつなが
ると思う。

-

8583 個人 その
他

40代 女性 ①原発ゼロ ２０３０年迄待てません。即刻廃炉をおねがいします。福島の事故で、これか
ら先も多くの方が被曝します。そのうえ、他府県での再稼動は、気が狂ってい
るとしか思えません。日本の未来、人類の未来のために即刻廃炉です！！し
かも、他のエネルギーで足りているという話をよく耳にします！

8584 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

50代 女性 原発ゼロ 安全の確りつもされていないし、又、未来に不安を残す原発は、いまこの時に
廃止と決めるべきです。今を生きる大人として、はっきり廃止すると国として決
定してほしいと思います。

8585 - 家事
専業

60代 女性 - 原発ゼロ！！安全な原発なんてありません　子供たちに青い空青い海を渡し
て行きましょう。

8586 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

50代 女性 - 原発ゼロ　最終処理の方法が見い出せない限り、負の遺産を次代に押しつけ
るのみです。

8587 個人 会社
員・
公務
員

60代 女性 人間にとって一番大
切なものは命。その
命を脅かす原発は絶
対反対。原発に頼ら
ないエネルギーは人
間の智恵によって必
ず生み出せます。昔
の太古は自然エネル
ギーで生存していま
した。

-

8588 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

60代 女性 - 福島の原発事故の終息もないまま原因もわからないまま、再稼動には賛成で
きません。絶対反対です

8589 個人 その
他

50代 女性 ①原発ゼロ 子供達に危険な原発を渡していくわけにはいきません。きれいな空気、水を守
るためにゼロしかありません。
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8590 個人 会社
員・
公務
員

20代 男性 ①ゼロシナリオ脱原
発！

命やくらしをおびやかす原発はいりません！先をみすえた計画をお願いしま
す！

8591 個人 家事
専業

80代
以上

女性 福島の事故後、何も
片づいていないの
に、只、日本経済発
展の名目で原パツを
稼働させるのは絶対
反対です。

福島の現実、住民の方々はお気の毒です。健康・食・子供の未来・住まい・仕
事等との不安はいかばかりでしょう。除洗をしたと言っても、そこで子供達を育
てる事は出来ません。何処の土地でも原パツの近くなら次は自分達かと不安
です。唯一の被爆国なら世界に先がけて原パツ０にしなければ…。世界は注
目しています。事故後、東電保安員のでたらめ発表　国民は裏切られた思い
です。

8592 個人 家事
専業

70代 女性 生命の根元であるＤ
ＮＡに害を与える放射
能を生み出す原発は
ゼロにするべきであ
る。

現在、被災地につみ上げられている大量の廃棄物からの熱をそのまゝ捨てゝ
いるが、エネルギーとして利用する工夫は如何。又、植物が容易に繁茂する
日本の地の利をもっと賢明に活用、つまり植物エネルギーの利用をもっと考え
るべきではないでしょうか。

8593 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 福島第一原発事故に
より、原発の恐ろしさ
と原発が不必要なも
のという事が立証さ
れました。原因もあき
らかとなっておらず、
ゼロシナリオとするこ
としかありえません。

事故の立証を早急に行なうべきです。報道等でも事故の真相は明確にされて
いない。まずは事故の解明と、安全性を明確とすること。子ども達の未来に、
危険な負の遺産を残すわけにはいきません。

8594 個人 無職 70代 女性 原発依存度は①ゼロ
シナリオを選びます。
従って原子力発電所
の再稼動は反対で
す。

私は６７年前、広島で原爆の被害に合った者です。８月６日直接放射能をあび
て既死した人、放射能が身体の臓器を徐々に破壊して１週間、１カ月、１年、５
年で亡くなっていく人そして残留放射線による２次被爆で子・孫の体も冒して
いきます。核兵器を作っている国は、この人類破滅の恐ろしさを知らないので
しょうか。原爆は戦争に利用されました。戦争をしていた日本はどうしようもな
いことでした。しかし福島の原発事故による放射能汚染は私達の手で中止す
ることができます。経済大国でなくてもよい、貧しくてもよい。節電をしましょう。
核を使わない新しいエネルギー対策をお願いします。福島と同じ事故が生じ
ないよう原発はやめましょう。子供の未来を危険にさらすことはやめましょう。

8595 個人 家事
専業

70代 女性 原発比率５０％程度
が望ましいと考えま
す。

エネルギー政策は一旦決めると、簡単には変更できないので、現実を冷静に
見据えて慎重に考えなければなりません。示された「エネルギー・環境に関す
る選択肢」は３つとも無理です。まず、再生可能エネルギーを２５％～３５％に
も増やすのは非現実的です。１５％程度が良いところでしょう。したがっていず
れのシナリオも原子力の比率を２０～３０％嵩上げする必要があります。省エ
ネについても、経済の成長を考えれば、大幅な削減は困難です。化石燃料に
頼るのも、地球環境問題や資源枯渇を考えると抑制すべきです。原子力発電
の安全性を徹底的に向上させて、積極利用すべきです。

8596 個人 自営
業

70代 女性 選択肢１の原発依存
度０％を選択します。

①３月１１日の、あやうく首都圏まで避難地域に入るところだった悲惨な事故
のことを考えると、エネルギーを核に頼るという選択肢は最早考えられませ
ん。これは「エネルギー問題」ではなく「核問題」であり、国民の命がかかって
いる以上「アレルギー」の一言で片付けられるものではありません。②核廃棄
物の処理法も解決していない現在、負の遺産を子孫に残すことはできませ
ん。③「脱原発依存」ではなく「脱原発」の方向に楫をとることを政府に強く望
みます
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8597 個人 その
他

70代 女性 原発に高い危険性が
あることが明らかに
なった。地震の多い
我が国では、エネル
ギー選択として「ゼロ
シナリオ」を目標とす
るほかありません。そ
の方が経済は成長す
るものと考えていま
す。

（１）エネルギー選択と経済成長・意見：ＣＯ２の排出や放射能の心配がなく安
心して使えるクリーンエネルギーが普及していってこそ消費が盛んになり経済
は成長するというのが私の考えです。そのためまず、２０３０年のできるだけ早
い時期に原発をゼロにする「ゼロシナリオ（追加対策後）」を選択いたします。・
理由：２０１１年３月１１日の東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発
電所の事故により、地震の多い我が国では原発事故の発生の可能性が高く
ひとたび事故が発生すれば人間の生存さえ危うくなる取り返しのつかないほ
どの甚大な被害が及ぶことを私たちは知りました。また原発から出る高レベル
放射廃棄物の処分場が確定していないだけでなく、その処分・管理に非常に
長い期間（一説には１０万年）が必要とされています。これではあまりにも無責
任です。このように危険性が高く使用後に責任の持てない原発による電力を
使う気になりません。したがって原発をゼロにする「ゼロシナリオ」を選択する
ほかありませんでした。ただ「ゼロシナリオ」ではＣＯ２の排出の削減量が少な
いことが問題です。ＣＯ２は温暖化を引きおこし、人間の生存条件を損ないま
す。火力発電などによるＣＯ２排出の電力も使うのを控えたくなります。上述し
ましたとおり放射能やＣＯ２の心配のある電力はその使用を抑制し、ひいては
消費を抑制することになります。しかし、放射能やＣＯ２の問題が少しずつでも
解消していくならば消費行動は取りやすくなります。クリーンエネルギーの普
及を可能な限り早く、強く進める方法を自ら探ってみたい。安心して使える電
力の供給を受け、エアコンを購入するなどしてもう少し快適に生活したいもの
と思います。（２）その他　いただいた資料の内容は大筋で納得のいくものでし
たし、将来に希望の持てる力強いものでした。ただ「分散型の新しいエネル
ギーシステム」（Ｐ．５）「国民一人一人がエネルギーの生産者」（Ｐ．５）「固定
買取価格の高水準化」（Ｐ．１５）などに異論もありますが、考察事項が多すぎ
今回はエネルギー選択だけにいたしました。「ゼロシナリオ」は相当「キツイ」
生活になりそうですが、それでも「ゼロシナリオ」を選択いたします。これからも
このようなパブリックコメントの機会を設けていただきたくお願いいたします。あ
りがとうございました。以上

8598 個人 家事
専業

50代 女性 原発依存度ゼロシナ
リオを選択する。今す
ぐ原発ゼロにする。
（稼働している原発を
ゼロにする。）

・８／３の関西電力内の電力需要も最大供給力に達する（８／９までで今夏最
大消費電力）まで８０万ｋｗ余裕あり、他の電力会社からの応援も、まだ受けて
いない。原発を止めておくと不良資産となって電力会社が倒産するという、経
理上のことなら、非常事態として国としても特例措置を考える。・世界で起きて
いる地震の１０％は日本列島で起こると聞くし、ただ今、地震活動期で、とても
危険で、原発は不適当。・大飯で同じくフクシマ級の事故が起これば、私の地
域での農業、観光が成りたたず地域も崩壊する。・２０１２年夏、アメリカの大
早魃、食糧問題は既に深刻な状況にある。貴重な農地、そして森林、水問題
も同じく深刻、海産物も貴重である。工業に重きをおく国策に変革を。国会議
員は、党員として動く方が多勢、内閣や首相もあっという間に変わる。この国
の未来の政策は、結局、誰が決めているのでしょうか？エネルギー・環境会
議事務局とは環境省の方がやっておられるのでしょうか？（環境庁だったらす
みません）けれど、この原発の問題は、一つの省だけで決めれる範囲を越え
ていると思うのです。ニュース等で官の予算どり合戦のようなことが何十年と
取りざたされていますが、各省のトップの知恵をよせ集めて、日本の未来を真
剣に考えるような、機会や場は作れないのでしょうか　各省ごとの競争で、い
つも軽く扱われているようにみえる農林分野。私達が生物である以上、食、
水、空気はなくてはならないものです。地球で生きていくことを、考えたうえで
の政策を考え、国際社会にも見本を示してほしいと、切に願います。

8599 個人 家事
専業

60代 女性 「１、原発ゼロ」の道を
選びます。原発事故
被害のすさまじい影
響を考えると①しか
あり得ない。「安全」と
いっても、だれがそれ
を担保するのか、神
様でもできない。日本
がいままで通りの生
活を保てなくても仕方
がない。

①事故の重大性（日本地図から福島の一部が消えた。）②放射性廃棄物の処
理の見通しがない。上記２つの理由で原発ゼロ、廃炉へのスケジュールをた
て、原発にかわるエネルギーの研究・開発を進めなければならない。

8600 個人 自営
業

60代 男性 核エネルギーの全
廃。原発の即時中止
を求めます。

私たちは、３０数年前より平和と平等な社会にとって核エネルギーと原発は最
大の障害であり、これに反対してきました。３．１１福島を経てその確信は実証
されました。核エネルギー技術は人間の手におえない自減エネルギーです。
その稼動中、そしてトラブル、稼動後の汚染物、核物質の処理、解消、医学的
方法の全てにおいて未解決のものです。再び動かし存在をつづける前にこの
技術が完成しない以上、その存在は認めません

8601 個人 家事
専業

30代 女性 ゼロシナリオ １　原発は存在することだけで、地球上の生物環境にとって害のあるものだか
ら。２　未来の子供達に安心した地球環境を残すことが我々の義務である。
３　電力は自然エネルギーの開発技術を高めることによってまかなうべきだ。
東京電力と、原子力村と経済界のための原発に、反対する。

8602 個人 その
他

80代
以上

男性 原発０％を望んでい
ます。２０３０年では
おそい。５年以内に
全原発は廃炉に、す
べきだ。

１）島国、地震帯の上にある日本には原発はノーであってほしい。２）広島・長
崎そしてチェルノブイリの原発を知る年代は、だまっていない！止めろ、原
発！３）死の灰を浴びた人々の事を思い起せ！忘れないように！
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8603 個人 その
他

80代
以上

女性 - 私、来年１月で８８才になりますので、意見等述べる資格はありませんが、知
人からこの用紙を送られてきましたので、書かせて頂きました。日本は地震
国・火山国であることは誰も承知していると思います。しかし国民性でしょう
か、昔から「ながいものにはまかれろ」という諺があり、災害が起きたその時点
まで深く物事を考えないのでは？そういう国民性にのって政治家、経済を動か
す人々が国を動かしてきたと思います。（女性は口を出せなかった）。本当に
国を心配する方もおられますが意見を出しても認めない。自己中心で頼りに
ならない政治家、企業家悲しいことです。また便利な生活に馴れきった庶民
（勿論私も含めて）が電力の酷しい生活に順応出来るでしょうか老人の私には
わかりません。

8604 個人 家事
専業

80代
以上

女性 ゼロシナリオを支持
し、今すぐ原発ゼロに
する。

使用済核燃料の処理方がはっきりしていないとか―そんな危険なものは一日
も早く止めて頂きたい。禁じ手です。どうしたらいいかわかりませんが、極力無
駄はやめましょう。テレビも再編成して無駄な番組はやめて下さい。私共先の
戦争の時代は冬は家の中でも東京大田区で朝は零下５度でした。そこまでい
かなくても出来るだけの事をして、子々孫々の方達のためきれいな土、汚れて
いない海を残して上げたい。きれいな土さえあれば戦争中も食料は作れまし
た。みんなで辛くても何か耐える事は耐え後の世の人達が流浪の民にならな
い様しっかり考えて実行してまいりましょう。

8605 - 無職 70代 男性 「２０３０年迄に」など
とおめでたいことを
言っていられる
２０１２年です。今す
ぐ０％に決定です。

理由などいくらでもありますが、例えば月刊雑誌「世界」今年１月号の巻頭対
談で鎌田浩毅（京都大学・火山地質学）は「２０３０年代までに西日本をＭ９程
度の巨大地震が襲うだろう。この確率は９０％以上。即ち東日本大震災をはる
かに超える被害を太平洋ベルト地帯にもたらすだろう」と細川護煕元首相に話
しています。日本人１億３千万人は一年３６５日氷上で“暮し”ているのです！
から。

8606 個人 無職 70代 女性 １．の２０３０年の原
発依存０％「ゼロシナ
リオ」→脱原発の計
画に賛成します。福
島県に住む人間とし
てこれだけの不安の
日々を送っていること
を実感しています。

理由１．核と人類は共存できない。地震国日本の中で原発事故が一つ起きた
だけでその処理ができずにいる。人類のためにならないものはすぐにも廃炉
に。２．負の遺産を残さない。子どもたちに。未来ある子どもたちに犠牲となる
ような遺産原発を残すべきではない。若者が安心して暮らせるような地域にす
るためには、できるだけ早く廃炉にすべき。他のエネルギーを考えるべきであ
る。

8607 個人 家事
専業

50代 女性 原発は、後世に、処
理できない危険なゴミ
を残します。故に子
供達に対して無責任
です。私達には、地
球を汚す権利などあ
りません。又、多くの
人の被曝の上に成り
立っています。故に
原子力発電を直ちに
やめて下さい。（…原
発ゼロを希望。）

家庭で何かをするためにゴミが出る。そのゴミがとても危険で処理方法がわか
らない…という時、それを、家長は、行うでしょうか。自分の家族を危険にさら
すというようなことをし続けるでしょうか？原子力発電もそのように考えればわ
かりやすいと思います。国家レベルで規模が大きいので、感覚がマヒして、
「皆でやればこわくない」、「よその国がやっているから、どうにかなるだろう」と
思ってきたのだと思います。でもこの辺りで、終止符を打たねば、ゴミは益々
ふえ処理費は膨大になってゆきます。原発をやめたら、経済が成り立たない、
というけれど、原発が暴走したら、被曝者は多数に上り、生活基盤は失われ、
その人々を援助し、国土を回復させる膨大な予算が必要です。経済が破綻し
ます。京都龍安寺に、「吾、唯、足、知（吾、唯足るを知る）」と彫られたつくばい
があります。人間には理性があります。どこまでも上を望むのでなく、倫理観
を働かせて人を地球を犠牲にすることなく、生きてゆきたいと思います。これ
は使える、開発できる、けれど、宇宙の中の一生物である人間として、使って
はいけない、という線引きをして、封印すべきです。一方でサリンを作った人達
をつかまえ、他方では、放射能をたれ流ししている人々を、私は許せません。
それは驕りにほかなりません。

8608 個人 無職 70代 女性 ①ゼロシナリオを選
択　ただし、２０３０年
などということでなく
一刻も早くである。

ゼロを出来るかぎり早く実行してほしい。折角停止してあるのだから再稼働な
どあり得ない。大飯も停止する。それでも電気は足りる。足らせる。エネルギー
政策を転換し、自然エネルギーを総力あげて推進すること。省エネ、節電も大
事。電気大量につくり大量に消費はやめよう。福島の惨状を直視し、福島に学
び、再び苛酷な事故を起こさぬよう、全ての原発を止める。そして廃炉にす
る。廃炉はなんとしてもやり遂げねばならない。日本に未来を残すため！地球
に未来を残すため！

8609 - 会社
員・
公務
員

40代 女性 世界のエネルギー供
給の傾向はガス＋風
力＋太陽光の３種類
がミックスが主力で
す。これは米国の原
子炉メーカーであるＧ
ＥのＣＥＯが明言して
いる所です。したがっ
て、私は「原発０％シ
ナリオ」を選びます

有力な重電重機メーカーであるＧＥのＣＥＯが米国のシェールガス革命を念頭
に、世界のエネルギー供給の主力は原子力エネルギーではなく、シェールガ
ス等新しい採掘技術に依存した化学エネルギーを主体に風力、太陽光等の
再生可能エネルギーをミックスしたものが分担することになると言いました。そ
の傾向の下では原発を正当化するのは難しいと言うのです。私も彼の言葉に
賛成し「原発０％シナリオ」を選択します。

8610 個人 会社
員・
公務
員

40代 女性 地震多発国で原発を
運転する愚挙は避け
るべき。「原発０％シ
ナリオ」を選びます。

日本は地震多発国です。阪神淡路の時の野島断層の地盤隆起、陥没の映像
を見て、そのすさまじさに恐怖をおぼえます。この地盤変動の作用が原発で
起ったら日本は破滅だと思います。だから日本で原発を運転するのは絶対に
避けなければなりません。愚かな事です。私は「原発０パーセントシナリオ」を
強く推すものです。
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8611 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 原発ゼロシナリオに
賛同します。

原発のない世界で十分です。

8612 - 会社
員・
公務
員

40代 男性 原発ゼロシナリオを
賛成する

オオイ原発再稼動反対！！！

8613 個人 その
他

50代 男性 原発ゼロシナリオに
賛成する

これからの子供達に豊かな自然をのこしたい。

8614 個人 無職 70代 男性 原発ゼロシナリオに
賛成する。

１．日本は有数の地震大国であることは歴史的にも証明されている。２．原発
の廃棄物の処理の方法が未開決なのに再稼動は無謀。３．日本のような小さ
な島国で５０基以上の原発があること自体が無理。

8615 個人 家事
専業

60代 女性 0% 原発、原子力、人が作り今までは何の不安も感ぜず生活していましたが、昨
年の３月１１日以来、水、食品、大地が汚染され、福島の人々は住む家も仕事
も失ない、たくさんの人達が原発難民になり、毎日大変な思いですごしている
と知りました。このまま原発を続けていたとしたら私の住んでる群馬も今の福
島の人たちのように、いや、もう日本には、住む所も無く世界中を難民としてさ
まよい続けるしかなくなる。そんな事は、ぜったいイヤです。どうか、原発の一
日も早い全面廃止を

8616 個人 無職 60代 男性 子や孫、そして将来
世代が安全に安心し
て暮せて行けるよう
に全ての原発を廃炉
して、再生可能エネ
ルギーを中心とした
エネルギー政策への
転換を！

暴走したらコントロールが出来ず、使用済燃料や汚染廃棄物の最終処分や除
染の技術が確立されてなく、また、世界有数の地震国である日本では原発は
そもそも存在しえない。世界で有一の被爆・被曝国である日本は、原発の建
設でなく、廃絶に世界の先頭に立つべきである。核兵器の廃絶も含めて。ま
た、再生可能エネルギーについては、熱源コストとしてはゼロであり、再処理
工場やもんじゅに投資した分や電源三法で立地自治体にバラまいた補助金を
充てれば、充分に開発費を捻出できるはずである。

8617 個人 無職 60代 男性 「原発ゼロシナリオ」
を求めます。

選択肢から選ぶなら「原発ゼロシナリオ」ですが、一刻もはやい「原発ゼロ」を
求めます。福島原発事故により、原子力が人間の手に負えないものであるこ
とが明らかになりました。地震列島で原発を国策としていることがいかに異常
なことであるかも。原発にたよらないエネルギー政策に切りかえ、とくに「もん
じゅ」と核燃サイクル施設をすみやかに廃止することを求めます。「核のゴミ」
をこれ以上ふやしてはいけません。

8618 法人・
団体等

- - - 「原発ゼロシナリオ」
を取るべきです

「原発ゼロシナリオ」原発による事故は、人間がコントロールできる範囲を超え
てしまいます。それは、すでにチェルノブイリ事故で証明されていました。私た
ちは、横浜市神奈川区で、１９８５年から、生活者政治・市民自治の政治をめ
ざし活動してきたローカルパーティ・神奈川ネットワーク運動の地域ネットで
す。ですから、１９８６年に起こったチェルノブイリ事故は、「食卓に上がった放
射能」という視点から自分たちの問題として捉えました。その時から、一貫して
「原発はいらない」という訴えをしてきています。今でも、チェルノブイリ事故の
被害をうけた方々の困難さは、情報として見たり、聞いたりしています。その時
の日本政府は「ソ連だからあのような事故が起こったのだ。日本ではありえな
い」という対応でした。しかし、福島第１原発の事故は起こってしまいました。
取り返しがつかない事故です。仮に、事故原因が解明されても、事故による被
害は甚大です。それは、自分の家に帰りたくても帰ることができない方々、子
供の健康を将来にわたって心配し続けなければならない親たち、自分の土地
で仕事をしたくてもできないなど、「健康で文化的な生活」からほど遠い生活を
強いられています。人間としての権利を奪われた方がたがいる、しかも、それ
は首都圏の私たちのエネルギーをまかなうための原発からの事故が原因で
す。人権を踏みにじった上での生活には、何の価値もありません。今後も「絶
対に原発事故は起こらない」という保証はないと考えます。「地震の巣」と言わ
れる日本です。完ぺきな対策をとったといっても自然は「想定外」のことが起こ
ります。完ぺきな対策を取ろうとしてかけるコストは膨大です。それでも「完ぺ
き」はありえません。誰かの犠牲の上に成り立つエネルギーは必要ありませ
んし、誰もが、自分の生活を犠牲にはしたくありません。「原発によるエネル
ギー」は必要ありません。省エネルギーの取り組みを進め、自然エネルギー
への転換を急ぎ進めるべきです。

8619 個人 会社
員・
公務
員

50代 女性 ２０３０年までに、原
発ゼロを指示する。

２０３０年までに原発ゼロをめざすことを指示する。私は福島県出身で故郷を
出て早や３０年以上たっているが今回の原発事故では、私の故郷を「喪失」さ
せてしまったと言うべきものである。ひと度原発事故が起きてしまうとかけがえ
のない多くのものを失ってしまうことであることを目の当たりにした。今回の事
故では、大震災と原発事故が同時に起こったため事故への対応に手が回らな
かったという現実があるが、これを想定外と考えて、「もう起こらない」「これは
特別なことだから」として看過すべきことではない。今後も同時に起こることも
大いに考えられる。地震の多い日本には、もうひとつだって原発は作るべきで
はない。何より放射性廃棄物の問題は、今後２０年のうちに全面的に解決でき
るめどなど何もないからである。おまけに原発はウン採出から原発のメンテナ
ンスまで弱者の犠牲の上に成り立っている。一部の人の犠牲の上になりたつ
エネルギーなど中心にするべきでない。代替エネルギーのために努力すべき
だ。
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8620 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

50代 男性 すぐ原発ゼロにして
欲しい。８０％の国民
が原発イラナイと言っ
ているのに、なにをさ
まよっているのか。我
国は民主国家なので
すぞ。

政治家は各々、原発賛成か脱原発かを名刺に明示すべし。原発欲しい人は、
原発の近くに居住すべし。２０３０年まではマテナイ。すぐ原発ヤメテ下さい。

8621 個人 無職 80代
以上

男性 ゼロシナリオ　政府・
与党・野党一体となっ
て再生可能エネル
ギー開発に取り組ん
で欲しい。

原発を推進してきたのはどの政党か？その経いを踏まえて「国民の暮らしと
安全を守る政策」策定に野党も協力して欲しい。

8622 個人 自営
業

60代 女性 エネルギー環境に関
する選択肢　即刻原
発０にする、再生可
能エネルギー開発に
尽力し自然エネル
ギーに力をそそぐこと

-

8623 個人 無職 50代 女性 原発は今すぐ０（ゼ
ロ）にして下さい。原
発は決して国民を幸
せにしたとは言えな
い。未来の子供達が
ゴミを残され可哀想。

・政府は国民を守ってくれるのではないのですか。ザブザブ電気を使うことが
幸せではない。安心して子育てをし、ゆったり生活したいのです。若者はこん
な国で子供を産む気になれないと言う。一日も早く原発をやめ、安心してくらし
たい。

8624 個人 無職 60代 男性 原子力発電所への依
存をどのような割合
にするかという論議
は今では全く無駄な
論議であります。現
状をみるなら即“０
（ゼロ）”です以下に
その理由をのべま
す。

エネルギー対策として・東、西日本の電力融通を大規模、大容量にできる設
備の構築。・エコ住宅、家電、エコファクトリー（工場）、エコビル等の積極的な
導入を促し電力の消費を減らす。・自然エネルギーの活用と新しい燃料（メタ
ンハイドレード）等開発する原子力発電所が５０数ケ所停止している現状で、
通常の生活ができていることから再稼動の必要性は全くみあたりません。又、
次の点からも“０”稼動とします。・原子力発電所を完璧に計画、運転、監視、
制御し事故の終息ができる専門家が日本にはいないこと。可能と考えている
のは、原子力ムラのエゴでしかない。・使用済燃料の処理又は廃炉する技術
を持ち合せていないこと・テロの標的になりうること・地震多発国で今頃津波対
策をしているが、断層による直下型地震の対策がとられていないこと。以上

8625 個人 無職 70代 男性 原発ゼロ １．原発は次の理由から廃止すべきである　１）テロ、飛行機墜落への対応は
極めて困難。２）処理不能の放射性廃棄物が増える。３）再生可能エネルギー
は無限であるのに対しウランは有限である。燃料リサイクルはプルトニウムを
生産するので不可。２．国をあげて注力すべきこと　１）再生可能エネルギー
の活用。２）廃炉（技術者、作業員の養成を含む）３）放射性廃棄物の隔離。

8626 個人 無職 40代 女性 ３つのシナリオ
（２０３０年時点）のう
ちゼロシナリオを支
持します。

原子力発電所は今すぐ廃炉にして欲しい。・原子力発電所は多数の犠牲の上
に成り立っているから…ウラン鉱山から原子力発電所まで原発に関わるすべ
ての人が被曝しながら働いている。福島第一のように事故が起これば周辺住
民も被曝し、住むところを追われる。空気・水・土・食べもの、すべてが汚染さ
れ、日本中で放射性物質が検出され、体に取り込み遺伝子を傷つける。今
も、放射性核種が放出されつづけ、遠いアメリカ西海岸でも検出される。こん
なに危険な発電方法を今すぐやめて、当面火力を使いつつ、水力や風力・太
陽光発電などを発展させていくべきと思う。・使用済核燃料の再処理をやめる
シナリオはゼロシナリオしかないから…再処理はナトリウムもれなど危険性が
高い。もんじゅは１日税金５５００万円もかかり、発電時間は１時間（たったの）
と聞く。いつになったら発電できるかも分からない。核爆弾製造のための良質
のプルトニウムを取り出すためだけにあるならば、世界から疑われても仕方が
ない。広島、長崎と原子力爆弾を落とされた日本が他国に同じようなことをし
てはならないと思う。

8627 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 ゼロシナリオを支持
し、今すぐ原発ゼロに
する。

・核廃棄物の最終処分ができない状況では原発を動かすべきではない。・原
子力発電所において、大きな事故が発生した場合、人の技術では制御できな
い。・原子力発電の開発や稼働に国家予算をあてるのではなく、自然エネル
ギー開発に予算をあててほしい。

8628 個人 家事
専業

50代 女性 「原発ゼロシナリオ」
を希望します

福島第一原発事故という悲劇的な大惨事を経験し私達は科学技術を過信し
て、人間の限界をわきまえる英知を持たなかったこと、核廃棄物の保管責任
を後の世代に半永久的に負わせてしまったことに気づき、悔いました。地球温
暖化の抑止と省エネ、自然エネルギーへの転換に力を注ぐことが必要です。
私達はあまりに大きな代償を払ってこのことを学びました。国内の全ての原発
を即時廃棄し、最大限の努力で、自然エネルギーへの転換に取りくんで下さ
い。
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8629 個人 家事
専業

50代 女性 ①を支持します。近
年の自分の生活をふ
り返ってみても無駄
が多いと思う。これだ
け多くの電気を使わ
なくても生活できるの
ではないかと反省し
ている。

原発を稼動しなくてもみんなが少しづつのがまんをすればいいと思う。限りあ
る資源を大切に使いながら安全な生活をしていきたい。原発にたよらない質
素な生活にまず自分から心がける。

8630 個人 その
他

70代 男性 なにより人命を守り、
安全・安心な生活を
保証することが一番
であるため、リスクの
高い原発は早急に
「０」にする。

１．日本は地震国でありいつ起るかわからない（福島第一でも地震の影響が
ないはずはない。放射線量が高く、検証できないか、公表していないだけ）。
２．原発事故の封じ込めは、福島第一が示すが如く、完全にコントロールする
技術が全くできていない。３．放射能の影響は広範囲・長年月に及び、経済的
損失・精神的苦痛は、はかりしれない。４．原発廃棄物及び使用済み核燃料
の処理技術も確立しているとはいえないし、最終処分も見通しが立っていな
い。５．発電コストは不明な部分が多いが、決して安くはないといわれている
し、そのように思う。６．原発にかわる発電をおし進めると同時に、原発立地地
域が経済的財政的にこまらない対策を早急に示し、実行する。

8631 個人 会社
員・
公務
員

40代 女性 私たちの命を守るた
めには、「ゼロシナリ
オ」しかありえない。

原子力の恐ろしさを世界中の誰よりもわかっている日本なのに、二度と同じあ
やまちを起こさないよう、非核三原則を表明している日本なのに、同じ原子力
を使った原発が安全だと、どうして言えるのだろう。例え事故が起こらなかった
としても、使用済み核燃料の問題や閉鎖後の原発解体問題等、簡単に解決
できない課題が山積している。今、日本の人々は、自らの生活を見直し、原発
に頼らなくても、世の中が動いていくことを証明しつつある。政府がその先頭
に立って、人々の命を守ってほしい。

8632 法人・
団体等

- 70代 女性 原発ゼロシナリオを
望みます（「２０３０年
に原発０」ではなく「即
刻原発０」を主張しま
す）

・電力の供給については企業家庭における節電で昨年に比べて、大きな混乱
はなく工夫や努力で大幅な節電実績がある。・再生可能エネルギーの技術
面、コスト面の進歩大幅な普及あり・原発の事故では多くの一般市民に危険
が及ぶ・廃炉廃き物の管理、再生可能エネルギーの普及にシフトすべき。

8633 法人・
団体等

- 70代 女性 原発ゼロシナリオを
望みます「２０３０年に
原発０」ではなく「即
刻原発０」を主張しま
す

・電力の供給については企業家庭における節電昨年にくらべて大きな混乱は
なく工夫や努力で大幅な普及あり。・原発の事故では多くの一般市民に危険
がおよぶ・廃炉、廃き物の管理、再生可能のエネルギーの普及

8634 法人・
団体等

- 60代 女性 原発ゼロシナリオを
望む「２０３０年原発
０」ではなく「即刻原
発０」を主張します

・電力の供給について企業家庭における節電・再生可能エネルギー技術面、
コスト面の進歩・原発の事故では多くの一般市民に危険が及ぶ・廃炉廃き物
の管理、再生可能エネルギー普及にシフトすべき。

8635 個人 自営
業

80代
以上

男性 原発ゼロシナリオを
選択します。

原発が無くてもよい日本は必ず出来る。

8636 個人 自営
業

70代 女性 原発０％シナリオを
早急に実現してほし
い。そして次世代の
エネルギーを多角的
に推進、育成し、
２０３０年にはその比
率が限りなく大きなも
のになっているよう
に。

核は人類の手にあまるもの、危険きわまりないものだと思っている。事故の内
容を隠しつづける東電の姿は、安全だと国民をだましつづけ、事故対策を怠っ
て来たことをまだ隠しとおせると思っている。この傲慢は許されない。本気に日
本のこと世界のこと人類のことを考え謙虚になるべきだ。政府は「国民の生活
を守るため」と云っているが福島の原発事故被害者の破壊された生活は除外
されている。一人の例外もない全国民のためを考えなければ再稼動の理由に
ならない。いいかげんなゴマカシの言葉はやめてほしい。“原発よさようなら、
再生可能エネルギーよこんにちは。”明るい未来は自然エネルギーで共存共
栄を！！そのために知恵を出し合おう！！

8637 個人 その
他

30代 女性 「２０３０年原発ゼロシ
ナリオ」を選択しま
す。

・核燃料サイクルへの税金注入をやめ、そのお金を再生可能エネルギーの開
発に回してください。・脱原発を、２０３０年までにといわず、出来るだけ早く実
現してください。

8638 個人 家事
専業

60代 女性 原発はいりません。
原発は即刻廃止して
下さい。

命をけずって作らなきゃならないエネルギーはいりません。もうこれ以上国民
を苦しめないでほしいです。子や孫が日本に生まれてよかったよとほこりに思
える社会にしてほしいです。

8639 個人 無職 20代 女性 脱原発を希望しま
す。

福島の原子炉爆発により放射能がまきちらされ、命ある全てのもの、自然を
破壊した罪は重い！！一部の企業の金もうけのために命ある全てのものが
犠牲になるのはおかしいし許せない。これからの日本を担っていく若い命を消
しても何もおもわないことに疑問を抱く。自分を含め若い人たちが希望を持て
る未来を実現できる政治づくりをしてほしい。ドイツを見習おう！！脱原
発！！

8640 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 ゼロシナリオを支持
し、今すぐ原発ゼロに
する。

今年、親になってみて、将来・未来のエネルギーは、安全第一の方向をめざ
すべきと考えるようになりました。放射能の危険性は、福島の人々にのみ負わ
せているような気がします。脱原発を。
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8641 個人 家事
専業

50代 女性 原発ゼロシナリオ国
策としてエネルギー
政策を推進してきた
のだから原発からの
徹退を明確にし、廃
炉への道筋を明らか
にして、今後のエネ
ルギー政策を明示し
て欲しい。

原発ゼロシナリオを選びます。原発はひとたび事故を起こせば、地域のみなら
ず幾世代にも渡ってその被害が及びます。福島事故でも、茨城のあちこちに
ホットスポットがあらわれ、今後数年のうちに健康被害も出てくると考えられま
す。それらを経済評価したなら、どれだけのマイナスとなるか、目先の利益と
は、とても天びんにかけられない損失です。電気は足りているし、化石燃料に
よるコスト高で、企業が海外へ移ってしまうというのは嘘。円高が原因です。と
にかく国民に不誠実な国家に原発を持つ資格はない！

8642 - 自営
業

30代 男性 原発ゼロシナリオを
選びます。

「放射能はクヨクヨする人に来る。ニコニコしている人には来ない。」と言った人
が福島県立医科大学副学長に、原発は更新するか新しい炉を建設せよという
人が原子力規制委員会の委員長に推されるとか、放射能作業従事者だって
年間２０ミリシーベルト（しかもそこでは飲食禁止・１８歳未満は禁止）なのに、
一般人に１００ミリシーベルト以下は問題ないと言ったり、御都合主義と非科
学的な説明しかできない御用学者に政治家、こんな人たちに命を預けること
はできません。原発はすべて廃炉に。電気も地産地消に。

8643 個人 無職 60代 男性 原発ゼロシナリオを
選びます。国は脱原
発宣言をして、廃炉
に向けた取り組を即
時実行せよ。

原発ゼロシナリオを選びます。自然エネルギー、再生可能エネルギーによる
発電コストは、原子力発電のコストと比べても決して高いものではない。むしろ
原発事故のリスクと賠償費用を考えると、原発コストの方がずっと高いものに
なる。今後も化石燃料は高騰するのはさけられないだろうから、化石燃料から
の脱却が急務であることに変わりはない。従って太陽光発電などの自然エネ
ルギーの活用技術を早期に確立することは国際競争力を維持する上でも重
要な鍵であることも変わりない。現在の日本では、実際に原発が全く稼動しな
くても、電力不足にならないことが確認できたのだから自然エネルギーの利用
を積極的に推進して省エネ技術のノウハウをいち早く開発すべきである。その
為には、国は脱原発を国民の前で明らかにして、廃炉に向け今すぐ取り組ま
なければならない。

8644 - - - - - 先ず冒頭に申し述べます。島国日本に五四基の原発は異常です。よくも国は
国民を騙し続けて作ってきたものです。人間が作った物に絶対に安全は有り
得ません。又操作のできない物は作るべきではありません。福島原発のよう
な事故が起きたら日本は壊滅的被害をうけダメになってしまう。国・関係機関
は国家的危機認識を高め、原発に替わる暮らしと安心・安全を守るエネル
ギー政策に取り組んでほしい。・原発ゼロは現実的に無理、当面は原発依存
度を十五％程度に、グリーンエネルギーは三〇％まで拡大に挑戦。再生可能
エネルギーの中で天候に左右されない地熱発電所、日本列島いたる所に地
熱資源が埋蔵されており、大変有望、実現出来れば地熱発電と水力発電の
みで日本の電力は充分、原発に依存する必要がなくなる。国家的プロジェクト
で一刻も早く進めてほしい。コスト面は今の日本経済を考える（財源）と大変厳
しいが、その為に使うのであれば国民への或る程度の負担は納得してもらえ
る。

8645 - - - - - ①原発をゼロ％にすべきだ　自然エネルギーへの開発で安心して住める地球
に今この時だから、是非お願いします。むずかしいでしょうがそれだけに人
間、生命尊重を重視し未来に希望を与えて下さい　お願いします。

8646 - 家事
専業

60代 女性 - 日本の将来のエネルギーを二〇三〇年迄のできるだけ早い時期に０にしてほ
しいです。嫁の実家は美浜で、三・一一は以来ずい分一生懸命勉強したが、
原発は危険が大きすぎる新しいメタンハイドレードや洋上風車などのエネル
ギーの開発をし、原子力の地に雇用も生みだし、将来の子達に安心な未来を
残して下さい。中国の原発が壊れたら日本も放射能まみれに、今、国同士が
資源争いをしていたら地球そのものが滅びてしまう。一国主義ではなく地球を
子供達に残すため、世界中が賢くなってほしい。

8647 - パー
ト・ア
ルバ
イト

20代 男性 - ①どこまで原発依存度を下げていくか　ゼロシナリオにしてほしいです。理由
は、原発は安全ではないと思うからです。福島の原発事故で安全ではないと
証明されたはずです。原発事故がおきると放射能でその地域で暮らしていけ
ないし、差別があるからです。②どこまで再生可能エネルギーや省エネを拡大
するか原発は段階的に廃炉にして自然エネルギーに転換してほしいです。す
べて再生可能エネルギーにしてほしい。③原発からグリーンへ、これらのエネ
ルギー転換をどの程度の時間とコストをかけて行うのかできるだけ早い時期
に再生可能エネルギーに転換してほしい。国民には、あまり負担をかけない
でほしい特に、電気料金など…・原発再稼働については反対です。福島原発
事故の解決がしていないことと「安全」がないがしろにされていると思います。
政府の判断は疑問です。・政府は、国民の声を真剣に聞いてほしいです。・核
のゴミをもうこれ以上ださないために新しく原発を作ることをやめてほしいし、
脱原発に向けてやってほしい。最後に、政府にお願いがあります。原発がなく
ても暮らしていける日本にしてほしい雇用や電力…
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8648 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

60代 女性 「核と人類は共存でき
ない」「使用済み核燃
料の処理ができな
い」「子どもたちに負
の遺産を残さない」等
の理由で「ゼロシナリ
オ」を選択します。

私は、福島県の一地方に住む農家の主婦です。今回の事故により、放射能と
共に生活することになりました。幸い生産物から放射能は検出されず、食した
り出荷したりすることができます。しかしすべて検査したわけではないので常
に不安はあります。土を肥えさせるために取り組もうとした腐葉土作りは断念
しました。計り知れない影響を及ぼした原発事故により、安全神話は崩れまし
た。国は、その責任と反省を深く考えるならば、『脱原発』の方に舵をとるべき
です。そして、将来性のある新たなエネルギー政策を真剣に考えねばなりま
せん。それは、「安全」「エコロジー」を基調とする政策であるべきです。私は、
「ゼロシナリオ・脱原発」の理由として、次の３点を挙げます。①そもそも日本
は有数の火山国であり、至る所に活断層があります。自然災害である地震
が、いつ・どこで・どの程度のものが起こるかは、おおよその予想はできても確
実なところは分かりません。まして、どこにどのような活断層があるかは地中
のことでもありすべてを把握することは不可能です。いわき市の私の実家で
は、４．１１の地震の際、家の前の道路が陥没し通行不能になりました。「湯の
岳断層」の先端にあたっていたそうです。断層の存在すら、今までぜんぜん知
りませんでした。巨大地震によって誘発されたとしか考えられません。とする
と、私たちの身の回りには、まだ知られていない危険が存在する可能性を否
定できないことになります。このような未知の断層がもし、原子炉格納庫の真
下にあったらと思うとぞっとします。破損もあり得ると考えるべきです。対応しき
れるでしょうか。今回の事故後の処理を見る限り、「否」です。②原発で使用し
ている燃料は、使用後の処理ができない代物です。再処理施設の稼働がス
トップし、そこでさえ、最終処分地ではありません。大きな、大きな「負の遺産」
を子孫・後世の人々に残す責任をどう考えていますか。プルトニウムは毒性が
強く、半減期も長いと聞いています。日本は、それを所持することはできず、処
分しなければなりません。しかし、それを燃料の一部として使うプルサーマル
計画は、その安全性が疑問視されています。今回の事故でもＭＯＸ燃料を使
用していた原子炉の検証ができていますか。つまり、原発は、「トイレ無きマン
ション」と言われるように、使用してはいけない燃料を使って稼働している束の
間の宴に他なりません。手の付けられないつけばかりが増えているのです。
③企業優先の政府の方針に疑問があります。今、国民にとって電気は欠かせ
ないエネルギーになっています。生活にも産業の発達にも欠かせません。そ
のため、資源の乏しい日本では、大きな電力を生み出す原子力産業が脚光を
浴びているのです。しかし、この事故は、私たちに、安易に電気を手に入れる
リスクを強く訴えているように思います。巨大な利潤に群がるものへの警告の
ように思います。一番の問題点は、おごる大企業の体質です。今回の事故
で、東京電力に反省は感じられません。自然災害（特に津波）に、対応の最中
に視察に来た前首相に、その責任を追わせていませんか。原発の立地場所
や事故後の対応などに大きな課題があったでしょう。自分に都合の良いように
判断する「隠蔽体質」が横行しています。決して、立地地域の住民のことは考
えていません。それが、今回の事故で明らかになりました。許せません。

8649 個人 - 70代 女性 「原発ゼロシナリオ」
をすすめて下さい。
（２０３０年度までに）

原発ゼロにしないと日本の国がほろびていくと思っています。今が見直す良い
時です（福島をぎせいにしない為）自然エネルギーで日本の国をすくいましょ
う。一人一人が意識して生活すれば出来ます。不必要な電気はいらない使わ
ない、がんばろう！！

8650 - - - - - 日本海新聞の広告「私たちも、考えます。エネルギーと環境の未来」の意見募
集に対し私たち家族は次の意見を開陳します。（意見）私たち家族は、中国電
力島根原発から直線で東に３０ｋｍの鳥取県米子市に住んでいます。米子市
は日常的に偏西風が吹いています、万が一島根原発に事故が発生すれば境
港市、安来市、米子市は人が住めない土地になります。住民の命も生活も破
壊されます。今原発は安全だと言っているのは電力会社と政治家だけではな
いですか。一刻も早く日本全国の原発を廃炉にすべきです。国家戦略担当大
臣の「原発からグリーンへ」の文で、政府は原発に替えてエネルギー構造の
大転換を行うこととしました。その新しいエネルギー構造を作るためには。国
民一人ひとりの「省エネ」「創エネ」「蓄エネ」が必要です、と云っています。つま
り新エネルギー構造を作るのは国民の覚悟次第ですよと国民に責任転嫁して
いるように見えます、政府の作った三択からあなたの好きなメニューを選んで
下さいと云っているのです。そして楽しそうに笑っている大臣の写真です、不
謹慎です。東京電力福島第一原発事故では今なお多くの国民が故郷を失い
職を失って難渋の生活を強いられているというのに、そしていつ何時この人災
が私たちの身に降りかかって来るやも知れないのに、私たちは、原発問題を
そんなに悠長には考えていません。２０３０年までにゼロでは長すぎます。私
の家族は早くから「国民の命と生活を守る党」として大きな期待を寄せ民主党
を支持してきました。しかし今の野田政権は、主権を放棄したオスプレイの問
題、大飯原発の再稼動、何がなんでも消費税増税と私たちの期待に逆行する
姿勢です。誠に忸怩たる思いです。

8651 - 会社
員・
公務
員

50代 女性 - 原発依存はゼロにするべき。処理できない廃棄物を作り続けてはいけない。
原発は管理に莫大な金がかかる上大地を汚染する。人の住めない国土は子
孫に対する犯罪行為。日本は新たなエネルギー立国をめざすべきと考える。
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8652 - - - - ・原発依存度はゼロ
にする。☆主旨・原子
力発電所は、直ちに
全部廃炉にする。再
稼動はさせない。定
期点検中の原発は停
止させたまま廃炉に
する。・原発は無い、
を前提とした生活、経
済、社会にする。エネ
ルギーが足りないと
いうなら、その不足し
た状態で成り立つ社
会にする。一般生活
も同様。節電や省エ
ネを積極的に工夫し
たいと思っている。・
経済成長とか、世界
で１番２番…などは
求めていない。経済
成長という甘言にの
せられて、いつの間
にかこうなってしまっ
た電化生活、便利生
活から、人間として身
の丈に合った生活に
変えていきたい。★
恥ずかしい　東京電
力福島第一原子力発
電所の事故で放射性
物質を世界中に拡散
してしまい、今まで、
もっと強く原発反対を
してこなかったことを
悔いている。福島第
一原子力発電所の壊
れた映像を見るたび
に顔を伏せたくなる。
世界に向かって恥ず
かしい気持ちでいっ
ぱいになる。原子力
発電所は人間には扱
えないものだ。ここで
引き返そう、と強く思
う。

○原子力発電所については、２０１１年３月１１日に東京電力福島第一原子力
発電所で事故が起こる前から問題があった。・使用済み核燃料の最終処分の
方法が決まっていない。・ウラン採掘のときや原発で働く人たちが被曝した事
実がある。など○事故後・東京電力、政府、原子力またその関連の学者は、
事故を収束させられないでいる。・福島第一原子力発電所事故によって避難
を余儀なくされた住民の方を、救うことができないままでいる。たくさんの方
が、生活をしていくのに大変な思いをしておられる。・放射性物質は今では、
量の多少はあれ日本全体を汚染している。日本人は環境や食べ物に放射能
ゼロを期待するのは無理なことで、放射性物質とどう折り合いを付けていくか
を、それぞれの人が考えて判断するように求められる時代になった。さらに、
日本が原因で、世界を放射性物質でこれまで以上に汚染した。○今後へ・
作った物は、細心の注意を払って作り使用しても、壊れる可能性がある。建設
済みの原発に、いつ不具合が起きるか分からない。・自然からどの程度の影
響を受けるか、どんな災害が起こるか予測不可能である。・原発を作ってし
まった今は、放射性廃棄物処理はしていかなければならない。新たに、放射
性廃棄物を作り出すことは愚かである。○次に書きしるすことを考え合わせて
も＜原発依存度はゼロ＞と考える。・再生可能エネルギーを増やす。再生可
能エネルギーへの転換にかかる時間とコストは、原発依存度ゼロを前提にし
て考えることである。電気供給の安定を追求する。電気料金が高くなることも
ありうることは承知している・環境は、これ以上汚してはならない。ウランを採
掘することによる環境汚染、現地の人や作業に当たる人たちの被曝なども
あってはならない。化石燃料を燃やすことで出る二酸化炭素に配慮は必要。
ただし、原発依存度ゼロを前提にしたうえでのことである。以上が、私がお伝
えしたい気持ちです　是非、日本のエネルギー政策に反映させてください。読
んでいただきまして、ありがとうございました。２０１２年８月８日
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8653 個人 無職 60代 男性 命有っての物種！原
発０シナリオを選択。
大飯原発を含めて直
ちに国内の全部の原
発の停止。２０３０年
と悠長なことを言わ
ず、即刻原発を廃炉
に！もんじゅも六ケ所
も危うい！

責任ある立場の人が、フクシマ以後も『安全が確認されれば』とか『安全な原
発であれば』再稼働に賛成するとか発言している。まるで福島がなかったかの
ようです。のど元過ぎれば熱さを忘れる…。「原発さえなければ」と血を吐くよう
な言葉を残して亡くなられた方、今なお避難して故郷に戻れない方々が大勢
おられる現実を、この国の指導者たちはどう考えておられるのでしょうか。いっ
たん事故があれば、県、いや国を越えて広範囲に及ぶ回復困難、甚大な被害
が心ある専門家や他国から指摘されているのに、この国の総理大臣は自分
の責任で再稼動と言われる。フクシマは一人で、一企業で責任がとれる被害
内容だったのですか。目先の損得にのみ目がいって、未来を見通すことをしな
かった近代日本を思い起こします。先の大戦を指導した人たちは目算なしに
次つぎと戦場を拡大して、終ってみれば信じられない悲惨な敗北の中身でし
た。あの過ちを繰り返さないでください。私は考えても考えても原発の利点は
思いつかず、どうして財界の一部の人々が原発推進に今なおこだわっている
のか理解に苦しみます。具体的には次のような疑問や不安がありますので、
直ちに原発は全廃することを強く希望します。①フクシマの事故原因を究明し
ないまま原発再稼働安全という主張が理解できず②フクシマは終息していな
い―汚染水のプールは満杯。現場のあちこちでトラブルが報じられている③
除染の見通しが依然つかず、不安を覚えて避難中の県民の数を思い出して
ほしい④ふくしま４号機の使用済み核燃料が今後の余震、地震に耐えられる
のか危うさを指摘する専門家が少なくない⑤最前線で働く人々の健康問題は
やはり不安大。こういう人々による文字通り献身的な働きが欠かせない発電
所には、無理がある⑥全国の原発推進には、電力供給不足の不安より、多く
の場合業者の利権が絡んでいることが指摘されている⑦地震多発地帯に
のっかるわが国に原発を設置している不安⑧寿命４０年は厳密にという趣旨
の細野大臣の発言は記憶に新しいが、今や平気でその延長を公言して憚ら
ない原発関係の有力者がいる。国としてあまりにも一貫性がない。この国を
（そして他国をも）破滅に導く恐れのある決定を国の指導者が出さないように
心より希望します。しっかりしてください。経済が後退しようが、大規模停電が
起ころうが、国を滅ぼすほどの危険性を持つ原発の稼動ほど愚かな選択はな
い⑦放射性廃棄物の最終処分方法は依然確たるものはないと聞きます。この
地球のどこに厳重に秘蔵しても後世に毒を残すことは変わらない⑧よく言わ
れるように、全国の炎天下に置かれた自動販売機、屋内に入るのに何箇所に
も自動扉が設置された建物、あちこちの大規模建築物での依然として明るす
ぎる照明、食料品売り場での、蓋のない冷凍物売り場（扉のない大きな冷蔵
庫を想像しましょう）など、この国には節電可能な分野はいっぱいあります。国
民が節電で心を一つにしていくことに大きな意味を感じます⑨地方一社づつ
割り当てられた電力会社のために、国民は電力購入にあたって会社を選択で
きないシステムへの不信　以上です。
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8654 - - - - 私は、永久機関を長
年研究してきた者で
す。これからのエネ
ルギーと環境につい
て、私の意見を述べ
させていただきます。

１．日本の現状　昨年の東日本大震災における福島第一原子力発電所の事
故（事件）により、原発の安全神話が崩れ、また、その影響で多くの生命、財
産及び国土が奪われ多大な損失が日本に生じている。また、被爆国である日
本が、この事故（事件）により多くの諸外国に対し多大な迷惑を掛けたことも事
実である。２．今後の課題　最初に行うべき事は、この事故（事件）の総括であ
る。事故の場合、原因は何か、事件の場合は責任の所在を明確にすることが
重要であり、これらの総括を踏まえ、今後の日本のエネルギーと環境政策を
決定しなければならない。環境サミットに於ける京都議定書及び福島第一原
子力発電所の事故（事件）の教訓を活かし、エネルギーと環境政策について
世界の範となることが、課題の解決であり、今後の日本の責務と思われる。
３．エネルギーと環境（１）福島第一原子力発電所の事故（事件）に於ける事故
調査委員会の報告はあったものの、未だに総括がなされていない状況で、今
後の日本の「エネルギーと環境」について意見を述べることは不自然ではある
が、第三者的立場で日本や世界の将来を考えた時、次の２点が必要と思わ
れる。１）日本国内において原子力発電所は数基を残し全て廃炉とする。２）
核分裂及び核融合並びに地震工学、地殻工学及び耐震土木建築工学につい
て国の予算を増やし、学術研究を一層進める。地震大国日本にとって、地震
に対し絶対安全である建築物は存在しない。如何に原子炉が安全であって
も、それを格納する建物自体が安全でなければ原子炉自体も安全とは言えな
い。また、テロ攻撃等の場合、外国の軍隊とは違い日本の自衛隊が素早く対
処することができるのか疑問である。従って、日本国民の責務として、将来に
亘り、人工放射能の禍根を絶つことが最重要事項と考えられる。無論、自然
放射能対策についても必要となる故、学術研究は一層重要となる。また、新
興国に対する原子力発電の危険性の啓蒙が必要であり、原子力発電所建設
に反対の立場を採るべきであるが、新興国の事情により建設する場合は、最
新、最高技術による原子力発電、耐震土木建築を含めた高レベル技術の提
供をすることも必要となる。言うまでもないが、世界の国々から原子力発電所
をなくすことが日本の使命であり、最終目標となる。４．エネルギーと環境（２）
現在使用されているエネルギーは、１）自然エネルギー（化石資源エネルギー
及び再生可能エネルギー）、２）人工エネルギー（原子力エネルギー）と大まか
に２種類に分類される　人工エネルギーの供給をストップし、自然エネルギー
のみで安定した安価なエネルギーを供給することが、前述にも記した様に、日
本の最終目標となる。５．自然エネルギー特化　自然エネルギーの特化とし
て、次のことが考えられる。石油、天然ガス等　工業製品、自動車燃料、船舶
燃料、航空機燃料　天然ガス、石炭、再生可能エネルギー　電気エネルギー　
地球温暖化が叫ばれる昨今、化石資源エネルギーから発生するＣＯ２対策は
重要であり、看過すべき問題ではない。また、現時点において、再生可能エネ
ルギーは安定した電気エネルギー供給源としては疑問符が残る。現在、再生
可能エネルギーとして、水力発電（小水力発電含む）、太陽光発電、陸上風力
発電、海上風力発電、海流発電、潮力発電、地熱発電、バイオマス発電等が
知られている。それらの再生可能エネルギーに浮力発電システムを加え、そ
れらの再生可能エネルギーシステムの長所、短所を活かし組み合わせること
で、ＣＯ２の排出を押さえ、安全で安価な電気エネルギーの安定した供給源と
して確立させることができる。６．結論として　２０３０年度における電気エネル
ギー発電の各比率　原子力発電＝０％天然ガス、石炭等の化石燃料＝５０％
再生可能エネルギー＝５０％再生可能エネルギーの内訳　水力発電＝２５％
太陽光発電＝２５％陸上風力発電＝１０％洋上風力発電＝１５％海流発電＝
５％潮力発電＝５％地熱発電＝５％バイオマス発電＝５％浮力発電＝５％お
わりに　安全で安価な電気エネルギーの安定した供給が得られることは世界
の貧困の撲滅にも役立つものであり、紛争の１／３は解決できる可能性があ
る。先の戦争において被爆国となり、また、東日本大震災における福島第一
原子力発電所の事故（事件）を経験した日本の世界に対する責務なのかもし
れない。※浮力発電システムの図を添付します。

8655 - - - - ①原発ゼロ 今回の原発事故に伴い、今までの原発施策について全くの無知であったのを
恥じると同時に、推進派のめちゃくちゃなロジックにはあきれ返るばかりです。
反対の第一の理由は、まず、使用済み核燃料の処理が技術的には、まだ確
立していないこと、第二は、さらに、その処理については、まだ仮の状態であ
り、将来世代にわたり禍根を残す恐れがあることです　また一度事故が起き
れば、生命あるいは、経済的にもあまりにも影響が大きく、完全な回復は不可
能であることです。推進派の中には原発による直接の死者は出ていないと
言っている方がいたようですが、お年寄や弱者などでは大変にご苦労されて
いるし亡くなられた方また将来に希望が持てず、自ら命を絶たれた方々の無
念を、どのように思われているのですか。当面のエネルギー供給は化石燃料
と再生可能エネルギーの充実によるべきです　また安定供給のため、現在東
西で分かれている周波数の統一と、蓄電技術への開発費を大幅に増やし、実
用化を急ぎ、送電線分離をし、東電以外から電気が買えるしくみを作り、ク
リーンな世界に誇れる日本を作っていこうではありませんか。



整理
番号

個人/
法人等

職業 年齢 性別 ご意見の概要 御意見及びその理由

8656 個人 家事
専業

80代
以上

女性 ※原発依存度①のゼ
ロ※再稼動反対

３．１１未曾有の原発の衝撃を受けるや人為的大事故と直面し（位置付けし
か。）直後からＴＶの映像を視ながら、即ロボット・遠かくそう作・ヘリコプターと
最迅速行動を当然行われるものと期たいを込め、ＴＶにすがり新聞を出て伝
わり、一刻も速く最悪を防ぐことを祈るしかありませんでした。直後から今日に
至るまで、心●を●りつて、事故処理及び●●未来へとの過ていを追セキし
ておりますが、心底、いかりといら立ちがつのるばかりです。私は、広島原爆
を３００Ｋの地点で●●しました。●●は遠からず、その地にて放射能のキソ
的な説明の講演にも知識を得ることが出来ました。放射能の核種はヨウソ・セ
シウムだけではありません。最近やっとストロンチウムが●●●いましたが、
●●おそれるに足らずと政府は、国民に、ひたかくしをクリ返しています。（ぼ
う大な年数を要するもの●情報をインペイします）１）ゴテゴ手（後手）の破災
処理の最●復興、復旧●●の●●をもはじまりましたが、２）多少話に前々、
おえらいさん方でイケンいろいろありました。しかし、未曾有のこの原ハツ災害
については、●●●、地しん、津波の問題とは、次元を異にします。この未曾
有の大異変の時、なぜ、大英断を下す人がいないのか？～出てこないのか。
（傑出した人が出ない）ヨーロッパでは、１国民が国土を失うから、原発は●●
と反対といってました。ドイツ方式に、と日本国民にＴＶを●に云っていました。
ドイツ方式にも実さいには、●●●がありましょうが、うしろを向かないように
人間のエイチでこのような悲惨な状況におち入ることのないように食べ物もな
くなる、人心も失うような地球（国土）にいたらしめてはならない。今真に日本
は重要な分岐点に立っている。為政者は今、目を覚まし、人間、地球の一番
理のある道をえらぶよう、選択をしなければならない。原子村・温存する法律
がつい最近、成立しました。（これを国民のいくたりが知り得たでしょうか）成立
の方法（やり口）がキタナイ。ゆるせない。これが日本の古今遠々と続いた。ち
みもうりようの世界の手法である、原発反対運動、オリンピック開さい前のざ
わめき（等々ケンソウの中で他のものの下で巧みにくぐらせた。（国会のＴＶ映
像にのこっているであろう私はみていた。取材していた人たちも記憶している
であろう。これをどうしても取材人は、危険問題としてこの現実を大きく報道し
ないのか？…））の中で（不法にマンションに入る。あの手口である犯罪者であ
る。国会？原子村は●死にあたいする犯罪者集団である。東電近郊でも畑地
に工夫して生産されるところも、このようなものを食されません。出荷され、店
頭に並び買ってもらう。食べ物海苔に限らず●●は木の皮をはがし、畑には
セシウムに似たカリウム剤を撒き、生産されるものを全国に主に関東に出荷。
山のもの、海のもの幸いに線量が線下で出荷しないでほしい。全国民にまん
べんなく傷みを分かち合いましょうというギ政段は許せない。政治家はうんと
いうおろかな政治を行っているのか。外国からどんどん正しい●●を入れてほ
しい。●●により生産再生よろこんだ被さい地の人を繰返し悲しいおもいをさ
せないでほしい。被災地では、悲しい苦しいおもいは既成の事実（罪人により）
しかし、事後今の全てのやり方では、苦しみも加●も繰返すのみ。事後、広範
囲に除せんしなければなら●。地方は（●●だけに限らない）日本は国土を
失ったのである。被災地区を広ハンイにエネルギー特区にすべき。ガレキは、
被災地区で山を造る（そこで必要な処理方法をあみ出し行う）農業をやりたい
人は各地のカソ地にて再生する。海は、三陸の海藻、魚など拙速に出荷しな
い。原発は日本国中張り巡らされている。いつの間にこんなおろかなことが行
われていたのか。北海道から沖縄（沖縄は別にベトナムの枯葉剤危険という
海は特にセシウム●●外にもストロンチュウム他をよく調べる（危険は繰返さ
れる））まで厳みつには、安心して食されるものはないという日本人は何を食し
て生きてゆけばよろしいのですか？核のごみ処理施設六ケ所村にはじまり、
われわれ国民には、知らされていない。時折りメディアでキャッチするが一体
ごみだらけの国でまだ原発推進しようとするのですか。見えないので●●をす
れば分からない。１年先だって分からなくなる。人の記憶も不たしかな者だ。原
発事業においても絶対にという思想があるが、人に絶対はあり得ない。コン
ピューターにしても絶対はありえない。一番●●、このような想像がなぜわか
らぬのか、バカメとしかいいようがない。記録、資料等々、保管しても、１０年、
１００年、１０００年、１万～１億年先残せる資料は何分であろう。各地で一個人
宅でも穴を掘って埋めている。くさいものにはフタをして（行政は確実なものこ
とを何も行っていない）町や村・市の・建設やお祭り行事を優先、大切なことは
フタをしている。除染に現地住民自らに行わせる？とんでもない！学生高校
生中学生小学生まで除セン●何かと処理をやらせている。とんでもない。政治
は見てみぬふりをしている。これこそ、除染こそ原子村・推進派の人々が家族
そろっておこなうべきも、これは理ではないか。政府や推進派の人々の理不尽
さ、おろかさ、罪深さ（許せない！）にいらだっている。こういう方たちこそ福
島、原子村等にご家族で一緒に住んでいただきたい。先には述べたように被
災地（広範囲）を特区にすべき。エネルギー特区。除染をしても、森林は繰返
される。里の汚染もくり返される。目にはみえない。美しいものも人の心もすべ
て犯されてしまった。（大罪だ）引続き沢山述べねばならないことがあります
が、時間がありません。整理も清書もできないままにて（支離滅裂なままでお
はずかしくも）●急ぎながらで●●の●を（下書きそのまま提出で●●の●を）



整理
番号

個人/
法人等

職業 年齢 性別 ご意見の概要 御意見及びその理由

8657 個人 無職 50代 男性 『私はゼロシナリオを
指示します』

私は昔、大学で微弱放射線計測を専攻しておりました。この国の総理大臣は
「国民の生活を守るために原発を再稼働します。」と言います。しかし原子力
発電事故（厳密には事故だけとは限らない、通常の運転でも漏れ出ている）に
よる放射性物質や放射線の漏洩により命が危険に晒されるのです。『命を危
険に晒し、生活を守る』とはこんな矛盾した発言はありません。恐らくこの総理
大臣の言う『生活』とは経済のことを指しているのではないかと考えます。これ
は『卵が先か？鶏が先か？』という議論ではなく、『命と経済どちらが優先
か？』と問われれば、答えは『命』。これが自明なのです。この基本を踏まえて
原子力発電を考えたときやはりリスクはあまりにも大きいと考えます。今まで
国策として原子力発電を推進してきたわけですから、電気エネルギーの依存
度は関西電力管内では約５０％？にも達しているといいます。これを自然エネ
ルギーに移行していくのはたいへんなことだと思います。この５０％を自然エ
ネルギーで賄っていけるようになるには技術、時間、資金など多くの問題があ
ることもわかります。しかし『命を守る』という一点で原発依存から脱却すべき
であるし、そのために電気料金の値上げや節電など、国民の負担は増大する
と思いますが我々国民はこれに耐えていかなければならない思います。放射
性廃棄物を人類はいまだ処理するすべを知らないのです。もうこれ以上放射
性廃棄物を増やし続けることは、絶対にやめなければなりません。上記のよう
な理由で私はゼロシナリオを指示いたします。（終わり）

8658 - 家事
専業

50代 - - 原発をゼロとして、地熱発電等の自然エネルギーを利用すべきと考えます。
地熱発電は、火山国の日本には適していますので、これを疎外している国立
公園法を改正して、推進すべきです。アイスランドでは、日本の企業が地熱発
電に進出しているようです。従って、原発推進派が地熱発電に反対している話
も聞きますが、私はそうは思いません。津波を含む地震の多い日本には原発
は向きません。いずれにしても地震国日本のエネルギー確保は慎重に考えな
ければいけません。
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8659 - - - - 表記の件について
「省エネ」とそれに関
連する『持続的発展』
について記します。ご
検討頂ければ幸いで
す。どうぞ宜しくお願
い申し上げます。

省エネは「家庭用電圧を２００Ｖ以上にすること」を提案します。現行の１００Ｖ
より電圧が高い理由は、高い電圧ほど電力損失が少ないからです。ハイブ
リッド車は新型ほど電圧が高く、先進諸国は２００Ｖ以上が標準である。電圧
が高いほど電力損失が少ないことは新エネルギー産業技術産業機構（ＮＥＤ
Ｏ）、関西電力、電力中央研究所からの報告書で既に明らかとなっている。現
行の家庭用電圧１００Ｖを２００Ｖ以上にするための課題は３つ。①期間：電圧
変更に伴い期間を要するが、設備更新に伴う“持続的な機器生産と雇用が確
保”される。家庭用電気機器は７年から１０年で買替えです。変電所は４０年
ほどで設備更新だ。電圧変更を２０年以上かけて行う、因みに韓国は１９年間
で１００Ｖから２００Ｖへ、国策で全土を２００Ｖへ変更した。「２０年で電圧変更
は不可能」は、論理的な理由ではない。電圧変更は中長期事業となり、持続
的な国家の発展と雇用が確保できる。どうしても１００Ｖが必要な場合は家庭
用変圧器を購入させればよい。②既存勢力の排除：１００Ｖに固執しているの
は電力会社内の老齢既存勢力だけ。また一般国民は２００Ｖの優位性を知ら
ない、知らされていない。全世界で１００Ｖは日本と北朝鮮だけ、日本がグロー
バルでない象徴の一つだ。公的機関（ＮＥＤＯ、電中研）から２００Ｖ以上の電
圧に関する技術的優位性は十分検討し報告されており、１００Ｖに固執する論
理的な根拠はない。日本国内の電気エネルギー高効率利用・長期国家事業
として、２０年要して取り組めばよい。庶民には順次２００Ｖ以上仕様の電気器
具へ買替てもらえばよい。２００Ｖを標準電圧とした新興住宅地域と新築建造
物は、棟上げされたとき減税優遇する。ちなみパソコンのＡＣアダプターは既
に全て１００Ｖから２２０Ｖまで対応している（ご確認頂ければありがたいで
す）。また２００Ｖ以上の機器は既に世界標準であり、海外進出している大手
電気メーカーは２００Ｖ家電機器の技術を既に有している。③費用：１００Ｖに
固執する事業者へ増税する。増税した原資で家庭用電圧を２００Ｖ以上へ順
次変更する。事業者が設備の更新・新設時に２００Ｖでない場合、増税する。
一方で庶民には増税しないが、２００Ｖ仕様の機器を購入しない場合は減税せ
ず物品税を実施する。２００Ｖ以上になると「感電、安全対策」を危惧される
が、研究開発費を公募助成金で支給し、安全対策器具を事業化させ減税す
る。支給された者が事業化しなかった時は助成金に利子をつけて返却させ
る。電気自動車の充電電圧は既に２００Ｖ以上で安全は確保されているので、
安全対策は不可能ではない。家庭用コンセントで２００Ｖ以上が実現できない
理由はない。２００Ｖ以上を不満に思い、国内工場の閉鎖や海外移転する事
業者には増税、あるいは国籍を剥奪すればよい。２０年かけて１００Ｖを２００Ｖ
以上にしても、企業は絶対コスト増にならない。半世紀以上も設備更新しない
上場企業は存在しない。省エネと事業拡大で増益になり、「コスト高」と言い訳
をする事業者は増税対象にする。・原発依存度：依存度は問わないが、“原発
を必要とする者と原発事業者”は保険へ強制加入させる。如何なる理由で
あっても、原発事故が生じた場合は直ちに保険金で対処し、保険金を引き上
げる。保険会社が原発保険を作れないなら、国家事業で保険を創設し、原発
事業者と原発賛成者は強制加入させる。保険作成時、約款など手間を要する
ので雇用機会が生まれる。・再生エネルギーと省エネの拡大：再生エネル
ギーの種類は問わないが、送電電圧を２００Ｖ以上にさせる。理由は上記の通
り。省エネの拡大は「省エネ材料開発」と「省エネのシステム開発」で行う。材
料は日本が得意とする科学技術分野。「省エネ材料研究開発者」のすそ野を
広げて、誰も行っていないリスクの大きな研究開発を少額でも良いから長年研
究させる。困難が予想されるのは「システム開発」、特に『アナログ電子回路技
術を志している者が年齢を問わず不足』している。システム回路設計には、基
礎と経験とアイデアが必要であり、新規システムは我が国の知的財産となる。
リストラされた電子回路技術者を教員として雇用し、アナログ・システム開発技
術者を育成する。技術者を産業界へ送り出すと同時に、小中学校へ技術者を
配置して理科離れに歯止めをかける。高度な回路技術を小中学生に教える
必要はないが、興味を持たせるのは重要。またリストラされた技術者は電子
回路だけでなく、外国語に長けている者が多い。教員免許はなくとも、一般社
会常識・挫折・苦労・専門技術を兼ね備えているので、小中高生が技術者と接
することは若者のグローバル化と将来に役立つ。・エネルギー転換に関する
時間とコスト：エネルギー転換の期間は２０年から３０年。コストは「法人税」、
「高所得者」、「物品税の復活」、「１００Ｖに固執する事業者」から徴収、さらに
国会議員の定員削減で補う。無知な議員は不要、議員になってから勉強する
者も不要。これら徴収と議員定数削減からエネルギー転換費用を捻出し、エ
ネルギー転換の国家事業に『中長期で臨む』。この姿勢は、政権が代わっても
絶対に崩さない。以上、長くなったことをお詫びいたします。ご承知のように現
在、国家盛衰の岐路にあり、福島の事故から諸外国の注目を浴びている時、
国民が持続的な発展を望んでいるとき時です。お手間取らせ、誠に申し訳あ
りませんが、上記をご検討頂けますよう重ねてお願い申し上げます。２０１２
年、平成２４年８月１０日



整理
番号

個人/
法人等

職業 年齢 性別 ご意見の概要 御意見及びその理由

8660 - - - 男性 - ３つのシナリオについてそれぞれ検討し私の考えを述べてみたい。（１）ゼロシ
ナリオ　火力の比率６５％だとＣＯ２の排出による環境破壊と地球の温暖化が
懸念されるが、鳩山元首相が国際公約したＣＯ２の削減は果たせるのか、矛
盾を感じる。また、燃料となる原油、ＬＰＧガス等を外国に依存しているため安
定的に低価で輸入できるのか？比率が大きいだけに不安も大きい。電気料金
の上昇もあり得る。次に、天候に左右される再生エネルギーを３５％にすると
電気で一番大事な安定供給が出来なくなるのは目に見えている。バックアップ
が火力では間に合わない。停電は避けられない。また、買取価格がそのまま
電気料金に上乗せされるためこれに国民がどこまで我慢できるか？ドイツで
は買取価格の見直しが再三行われた。今後、原発ゼロを目指すドイツは、フラ
ンスから電力を輸入出来るが外国からできない日本を同一に考えるには無理
がある。さらに、送電網の整備に数兆円の資金（税金）が必要となるが投資す
るだけの価値があるのか。このシナリオを実現するには、天候に左右されない
で安価な電力を安定供給出来る再生エネルギー技術が開発されることが必
須条件である。…以上の観点からして、このシナリオが理想ではあるが現実
的ではない　反対である。（２）１５シナリオ　このシナリオもゼロシナリオと同じ
ような課題を抱えている。原発１５％では安価な電力を安定供給できない。…
以上の観点からして、このシナリオも現実的ではない　反対である。（３）２０～
２５シナリオ　ＣＯ２の排出を考えると火力の５０％は高すぎる、３５～４０％程
度がよい。再生エネルギー２５～３０％では電力を安価に安定供給するには
占める比率が高すぎる、従ってバックアップが火力では電力不足が発生した
時に間に合わない事を考えると原発の比率を３５～４０％にする必要がある。
…反対である※まとめ　いずれのシナリオにも賛成できないが、私の考えに近
いのは２０～２５シナリオである。政府は、３つのシナリオについて国民生活や
環境及び経済活動への影響等を分かり易くもっと説明すべきである。ゼロシ
ナリオ以外は原発が必要となるが、その稼動には今後考えられる最大限の安
全対策（ハード面、ソフト面）を行い、想定外の言葉を使わなくてもよいように
対策をすることが絶対条件である。その上で国民にその内容を公表し納得し
てもらう。やはりここは、現実的に対応すべきである。

8661 - - - - 「原発ゼロシナリオ」
を選びます。

「原発ゼロシナリオ」を選びます。唯一の脱原発シナリオです。①地震列島に
原発は無理だ。脱原発以外に道はなく、そしてそれは可能だ。②原子力村が
いくらがんばっても、原子力のコントロールは不可能だった③原発は金食い虫
だ。④火山列島の地の利を生かして地熱発電を！！！国立公園がなんだ！
景観が何だ！⑤知足安分を思い出そう。以上。

8662 個人 無職 60代 男性 原発ゼロにすべき。
再稼動は絶対反対。

原発０％の理由（１）火山国の日本で、再度福島と同じ事故が起ったら、もう日
本に住めなくなる。福島原発事故を深刻に受け止めるべきだ。（２）原発ナシで
も、脱原発、自然エネルギーその他のエネルギーで日本は十分やっていけ
る。

8663 個人 無職 30代 女性 ２０３０年までに、日
本全国にある原発及
び原発関連施設の廃
炉や閉鎖、また現在
稼動している大飯原
発や再稼動を目指し
ている原発について
は、即時停止及び停
止の継続を求めま
す。

昨年の東日本大震災において、原発が与えた影響は計り知れないものがあり
ます。人体への影響、自然界への蓄積等を考えるにつけ、原発の恐ろしさに
私は塞ぎ込みそうになりました。これ以上の犠牲や負の遺産を子孫に押し付
けることは無責任であるし、責任放棄でもあると思います。そのようなことか
ら、私は原発の即時停止及び廃炉を目指し、原発に依存しないクリーンエネ
ルギー対策を講じることが日本の進むべき方向であると存じます。以上、私の
エネルギーに対する考え方です。

8664 - 学生 40代 女性 脱原発　即脱原発 未来の子供達の健康には細心の注意を。あの日から毎日苦しんでいます。元
通りにする術はありません。私たちは一生被曝し続けるのです。後世に申し訳
がありません。大地やそこに生きるすべてのものに償いようのない過ちをおか
しました。でも未来は変えられる。命こそが宝です。生きたいです。生きてほし
いです。
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8665 - - 50代 男性 - １．原発依存度について　３つの選択肢の中なら２０～２５％。（民主党が当初
主張した値よりは少ない。）理由は、原子力技術の維持・発展と基幹エネル
ギーとしては最も相応しい。火力は原料供給を止められれば発電不可。太陽・
風力は不安定で基幹電力としては期待できない。２．どこまで再生可能エネル
ギーや省エネを拡大するか　可能な限り拡大すべき。その減少分は火力を減
らして二酸化炭素の削減に寄与すべき。いつかの総理大臣は２５％の二酸化
炭素削減を国際社会の前で発言しましたが、その後どうなりましたか？省エネ
も可能な限り行う。また、蓄電技術の開発にお金を掛けるべき。３．原発から
グリーン…原発からではなく、「火力からグリーン」を推奨する。時間と金につ
いてはよく判らないが、できるだけ早期にそして出来るだけ多くの予算を掛け
るべきである。そのためには、無駄を省くのが一番である。特に国会で寝てい
るような議員に支払う税金はない。衆議院議員が４８０人などと戯言を言って
る場合ではない。ましてや、憲法違反を解消するだけの数人だけの減員など、
バカも休み休み言えと言いたい。何が痛みを伴うだ。議員の特権だけが守ら
れていつも国民は痛い想いをしている。百人規模の縮小を切望する。こんな
狭い国で４８０人は多すぎます。４．その他　福島の最大の不幸は、昨年３月
から９月までの半年間が今よりもひどい、いわば無政府状態だったことだと思
う。優秀な官僚を使えない馬鹿な政治家が権力を握ってしまったことが最大の
不幸だと思います。そして、もっと始末が悪いのは、彼らのふるまいを見てい
ると「大衆迎合」のきらいがあって、大いに不安を感じるところです。ある程度
のそのような傾向は仕方ないとは思いますが、こと国家の重要事項の決定に
ついては、さまざまな要素、条件、国際状況等々を勘案して行うべきであっ
て、大衆迎合の様なことがあってはならない。今行っているパブリックコメント
も、この状況下では原発を止めようという意見が多いと推察されます。反対・
反対という気持ちも判らないではないが、その穴埋めをどうするか考えている
のだろうか？おそらくクリーンエネルギーに転換すればいいと言うでしょう。し
かし明日からクリーンエネルギーになる訳ではありません。その間、莫大な量
の二酸化炭素を排出することを彼らはわかっているのかな？飛行機が墜落し
ても「飛行機を飛ばすな」という意見はほとんど聞かれない。今回の事故に比
べて被害の規模が違うからかもしれません。今も故郷に戻れずに避難を余儀
なくされている方々が十万人以上いることはとても不幸な事です。しかし、事
故の原因が何だったのか、我々の英知で克服できるのかできないのか、そう
いう議論をしないで「脱原発」では無責任ではないでしょうか。パブリックコメン
トは悪い事ではありませんが、とにかく科学的な議論を行った上で国策である
電力供給の青写真を作って下さい。そのためには、政治家は優秀な官僚の皆
さんの意見に耳を傾けて下さい。彼らはその道のプロです。現在の政治家の
皆さまは政治より政局に力をいれているように見受けられ、甚だ心もとない状
況ではありますが、将来の日本のためにも、海外から笑われないようにするた
めにも、政治家として恥ずかしくない行動を切にお願いします。

8666 - - - 男性 - １．国民的議論の必要性がある。従って全国の各市区町村１会場以上で聴取
討論会を開くべきである。２．原発に関する法改正によって日本のすべての損
害保険会社による無制限賠償保険に電力会社が保険金を払って加入すべき
である。損保がリスクゆえに受けない場合は原発を保有している国内の全電
力会社で同様のシステムをつくるべき。３．原発を稼動させる場合、上記シス
テムに加え、十年で１００万ｋｗあたり最低１兆円の負担金を積み立て、フクシ
マのような事故に備え、全電力会社で対処し、核のゴミを完全に処理する費
用とすべきである。４．原子力ムラの住人には万が一の事故がおこったあと、
元通りにする方策を示し、まずはフクシマで実証してもらいたい。５．役員１人
あたり４０００万円以上の報酬など論外である。原発保有の電力会社は原発
がゼロになる日まで株主配当ゼロ、役員報酬７０％カットなどでフクシマ解決、
新エネルギーの導入に取り組んでもらいたい。想定外はある。制御できなくな
る。莫大なカネがかかる。国家戦略としても、経営者才覚としても早く原発ゼロ
に！平成２４年８月９日　参考資料電力事業者連合会各社御中原発負担金
（仮称）について　年１００万ｋｗあたり１０００億円は可能か考察　１－１負担金
の捻出法関西電力を参考に原発コストｋｗ４円その他方法平均１０円なら１００
万ｋｗ×２４×３０×１２×６　５１８億株主配当２０１２．３月期９３８７３３０００株
×６０　５６３億人件費カットで２０～７０％９００億１基で最大２０００億２基で最
大２５００億　１－２負担金制度のメリット・フクシマ復興基金となる。・今後に備
える。・核のゴミ処理費用の一部となる。・実質国有化回避　２－１国民の目・
平均年収の差・年金の差・どこまでを経費としているのか・公共性が高い故株
主総会は出席者だけの多数決　２－２電力各社が努力すべきこと・原発を順
次やめ国民の安全安心をまず考える体質への変換・再生可能エネルギーの
購入は長期的に継続し、他に自社又は子会社で取り組む。場合によってはｋ
ｗ４～５円で可能？・情報や経理など全て詳細に公開・原発事故映像その他
も上記と同◎核のゴミ処理を考えた原発コストの公表ｋｗ５０円か１００円でも
足りないのか。　３その他　以上は東京電力栃木北支社で細部まで説明しま
す。数字的なものは正確には東京電力で計算してもらいます。平成２４年８月
８日

8667 個人 無職 80代
以上

女性 １日も早く原発ゼロを
望みます。

-
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8668 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 原発ゼロシナリオを
希望します

原発の中心的問題は２つ①安全の問題②核のゴミの問題①については・福
島の事故原因がいまだ不明であり放射能がいまだに出続けていること・活断
層上に建っている疑いのある原発を再稼動したことにあらわれている電力会
社の危機意識の欠如・北は泊から南の川内まで直下もしくは近くに断層およ
び活断層が走っていない原発は皆無であり、しかも各地原発は建設段階で調
査データが捏造されそれに従った甘い耐震基準が今もそのままである。他に
もあげられるがこの３点だけでも安全について考えたとき今の状況は次の事
故を準備しているとしか思えない②については・福島での事故以前からその
受入れは各地住民たちの抵抗にあってゆきづまっていたのに事故後はなおさ
ら受入れるところなどあるはずがない・六カ所村はほぼ満杯で各地原発でも
廃棄物の保管場所はもうほとんどない。核のゴミの問題についてはこれ以上
廃棄物を出さないこと以外解決方法はないように思われる

8669 個人 家事
専業

60代 女性 国民の命を守るとい
う立場に立てば原発
ゼロしかないでしょ
う。

安全神話をふりまき、国民をダマし続け、こんな狭い日本に原発が５４基も造
られていた事にびっくりしています。地震国である日本の将来の事を考える
と、今、私達大人の責任として、すべての原発を廃炉にしなければ、いけない
のではないかと思います。

8670 個人 その
他

60代 男性 原発０％を希望しま
す。廃炉を今すぐ進
めるべきと思います。

２０３０年を待たないで今すぐ原発をゼロにして、廃炉を進めてほしい。（理由
１）福島の原発の事故の結果を重視して今後の教訓にしなければならない。
（理由２）放射性のゴミをこれ以上出したり貯めてはいけない。そのゴミを安全
に処理する方法は見つかっていない。

8671 個人 無職 70代 女性 子どもが外でのびの
び遊べる自然環境を
求めます。原発ゼロ
の日本を求めます。
どの原発も再稼動し
ないことを求めます。

原発ゼロに向け、再生可能な自然エネルギーの国策を進めてください。６７年
前、米国の原爆投下で放射能の被害を受けた日本です。今なお多くの人々が
苦しんでいます。今度は、原発の事故で、多くの人々が生活を壊され健康に
不安を抱え毎日を送っています。使用済み核燃料の安全な処理法が無いま
ま、原発を稼動するのは止めてください。日本国は、放射能は人類と共存でき
ないことを体験済みではありませんか。原発による電力は安いと宣伝されま
すが、建設にかかる費用と国民の生活の安全を考えれば、決して安い燃料と
はいえません。経済性だけで国民の命をないがしろにするのは止めてくださ
い。原発にかかる費用を自然エネルギー開発へ振り向けてください。そこに雇
用と安心が生まれます。国民の幸せは、将来にわたって安心して暮らせる世
の中です。子どもを外でのびのびと遊ばせることができる自然環境です。過去
に、海外石炭の方が安いからといって国内の炭坑が閉山されました。石炭に
よって生まれた私の町は、国のエネルギー政策の転換によって人口は激減
し、財政破綻の町となってしまいました。国のエネルギー政策は、再生可能な
自然エネルギーの開発に取り組み、原発はゼロにして下さい。どこの原発の
再稼動もしないでください。

8672 個人 自営
業

40代 女性 原発は、廃棄物の処
理問題が全く解決が
なされていない事、事
故等、不測の事態が
起こった場合におい
ての確実に安全な収
束を計れる手段が確
立されているとは言
い難い状況で、私達
の未来の為にも原発
ゼロシナリオを選ぶし
かないと思う。

原発比率を０％にするシナリオを選択する。・なぜなら原発は廃棄物の処理に
おいても、様々な方法はあれど、確実に安全で有効な処理方法と、処理によ
る影響が環境にどれ程及ぶかが判っていないこと。また、福島第一原発の事
故の例をあげるまでもなく、稼動中に不測の事態が起こる可能性もある。その
時に、短期で完全に事態を収束させ、安全を確保出来るだけの技術と方法
が、確実に確立出来ていない現状。手探りで放射能に対する対処している状
態で、原発を維持するという事は、あまりにもリスクが大きすぎると思う。・原発
を維持するという事は、負の遺産を未来に残すという事になると思う。今、出
来る事を全て試みてからでも、あらゆる可能性を考えてからでも遅くはないの
では、ないかとも考える。まず、結論ありき、ではなく可能性を含めた「過程」を
考えてほしいと思う。その上で、私達にも何が出来るかを知り、正しく判断する
為にも、より多くの、全てにおいての正確な情報を共有出来るようにしていく必
要があると思う。
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8673 個人 - - - - 原発からグリーンへ①どこまで原発依存度を下げていくのか　議論の前提と
なる３つのシナリオはいずれも原発維持を前提としている。福島の事故原因
は各事故調査委員会報告にもあるように何も解明されていない。私達は、自
宅に戻れなくなった福島県民の人達をみて節電や計画停電などの生活の不
便さや経済の落ち込みは覚悟。経済より安全性が先。原発の怖さを我が身に
おいて考えれば一部の人達を除き誰もが同じ考えに行き着くはず。私はロシ
アに対し「北方四島を返せ」というのと同じように、東京電力に対し「汚染した
土地（国土）を元どおりにして返せ」と叫びたい。原発関連の事故は、今回の
事故を始め高速増殖炉「もんじゅ」やＪＣＯの臨界事故など重大なものから各
レベル段階の事故が分かっているだけでも数多くある。原発は安全でクリーン
なエネルギーと宣伝し、果ては「地震があったら原発施設に逃げればいい」な
どの虚妄までまき散らした上での今回の人災事故。今回の事故原因不明の
ままに「だろう運転」を前提とした原発の稼働は認められない。私は３つのシナ
リオとは別に「原発は直ちに停止し廃炉に着手する」を提示したい。②どこまで
再生可能エネルギーや省エネを拡大するか　安全性を無視した原発の反省
に立ちできる限り再生可能エネルギーを拡大させ、省エネに努める。この場
合、風力発電の低周波騒音のように公害対策が必要になるがこれらに要する
関係予算はこれまで原発に投じてきた予算を回せばよい。③原発からグリー
ンへ、これらのエネルギー転換をどの程度の時間とコストをかけて行うのか　
再生エネルギーは既に各地に設置されている太陽光発電や風力発電でも常
に開発研究が行われ効率性や安全性が追求され日々進歩している。火力発
電の場合は熱源が石炭から重油、ＬＮＧに代わりその都度研究が行われ変化
進展してきている。また、波力発電のように今後の研究成果を待つもののもあ
る。最近、北米で新たな資源オイルシェールの開発にも目途がたってきた。
（最近ＣＯ２を地球温暖化主因とする説に懐疑的説浮上）グリーンへの過程は
風力発電のように低周波騒音のような健康被害が懸念されても建設場所が
人里から遠く離れているところなどから順次設置していけばよい。しかし、この
場合も原発のように安全性より経済（儲け）が優先されることがあってはならな
い。一方、そもそも電力は本当に不足しているのか、との疑問がある。事故直
後の昨年行われた計画停電は電力需要がそれほど高くない３月に実施され
たもの。それ以降、昨年夏、そして今年３月に柏崎原発が停止後も東京電力
管内では電力不足は起こっていない。（勿論この裏には国民の節電努力があ
るが）。あの計画停電は一体何だったのか。強い怒りを覚える。グリーンへの
転換は安全が確認されたものから順次取り組んでいけばよい。慌てる必要は
ない。かかるコストは原発稼動させる場合に比べて電力会社への売電コスト
を押さえたりすれば大分低いのではないか。また、廃炉後に残された使用済
み核燃料の処理や施設の撤去にどれくらいの費用がかかるかはその実態さ
え把握されていない。（北海道　Ｋ．Ｉ）

8674 個人 家事
専業

50代 女性 - 何故今更原発を“悪者扱い”するのか？原発と原爆は全く違う型じゃないです
か？薬と同じで使い方次第で毒薬にもなり人を殺す事も出来る。しかしながら
本来の姿は、人体を守る“救世主”に他ならない　原発も、今迄、人の生活に
どれ程活躍してきた事か、“ありがたみ”を忘れてしまったのか？人の営み（生
活）には必ず、電気・水道・ガスのライフラインの充実が当然で、一つ欠けても
支障が出る。今この日本にどれだけの資源が有るのか　安価・安定した供給
力の原発に頼る事が何故いけないのか　家庭レベルの供給でなく、国を支え
るべく経済・産業界の供給である。高い電気代を払って迄、日本で企業が生
産するのか？今ですら人件費の安いアジア方面に進出しているのに、今以上
に空洞化してしまう→不景気になる。実際、ここ２０年を振り返っても、下降だ。
人々の生活は楽にならない　平日の一般道路の車の数は減っている様に思
える　余程の事が無い限り道路は混まない。安価で豊かな生産は好景気へと
繋がる。その為にはエネルギーが重大な役割を担う。原発比率０％でグリーン
で再生エネルギーに転換なんて堂々と言える日本の現状では無い筈だ。（石
炭・石油は大半輸入ではないか）事故は起こすべきではないが、万が一の場
合（原発だけではなく、あらゆる方面の事故に対して）それに対応出来る速や
かな対処法を充実させ、人々の生活の為に電気を供給して欲しい。国のお役
人方は、日本が沈没しない限り生活が保障されているだろうけれど、一般人
は家族の大黒柱の収入により生活している。大黒柱の収入が不安定になると
たちまち生活が困る。脱原発デモの人達も、当たり前の様に電気を使ってい
る筈だ。使うってゆうより、見えない所でも様々な物・シーンで電気が中に含ま
れているのだ。これからも日本の為に原発と“共存共栄”してゆくべきだ。安全
点検の完了した立派な原発施設を休める事は無い。発電能力が有るのに有
効に使うべきだ。再稼動を自信を持って行うべきだ。節電と節約は異る。節約
は人、ひとりひとりが自分の為にするので有り、節電は強制、産業界に必ず支
障が出る。日本を豊かに栄える国に推し進めてゆきたい　安定したエネル
ギーその為には必ず原発は必要だと思う　２０－２５のシナリオに賛同したく思
います。原子力の技術向上にも期待しています。デモに負けるな！！頑張れ
日本！！
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8675 個人 無職 60代 女性 - エネルギー環境に関する選択肢に対する意見。私は、日本ばかりではなく地
球に生きている将来の人々の事を、とても心配している者の１人として是非、
意見を聞いていただきたいと思い投稿させていただきました。日本が今おか
れている経済状況や深刻な地球温暖化増進による異常気象によってひきおこ
されている自然災害の頻発等々、よくよく考えもせず、理解もしないで目先の
事だけを見て、直ちに脱原発だと単純に、安易に、まるでそれが正義であるか
のように得意になって、叫んでいる人が多勢います。このエネルギー問題は
直接国民の生活に関わる経済の事、地球温暖化による自然災害の脅威等々
広い視野をもって一方的ではなく多角的によくよく考えて国が責任をもち、さま
ざまな人の意見にふりまわされたり、目先の事しか考えず、人のことばに流さ
れ脱原発と無責任に言っている人達が多くいますが、この日本の将来がか
かっているエネルギー問題を人の数によって決めるような、愚かな事は、絶対
にしてはならないと思います。ＣＯ２をまったく排出しないでエネルギーを作る
原発を停止して、そのかわりに石油や石炭、天然ガス等の化石燃料を燃やし
て、ＣＯ２を多量に排出し、地球温暖化をますます進行させ、自然災害を増強
させているという事実を、脱原発を叫んでいる人達は理解し、考えようとしてい
ません。このまま、ＣＯ２をたれ流しのように排出し続けるなら、原発事故に匹
敵するような、自然災害がいたる所におきると思います。太陽光発電や風力
発電などの再生可能エネルギーは、ＣＯ２をまったく排出せず安全で将来的に
はこのようなエネルギーに変えていくべきだと思いますが現時点で日本の経
済を維持し支えていく事は、まったく不可能です。科学技術の最先端を駆使し
て作られた原子力発電は、事故さえおこさなければＣＯ２をまったく出さず効率
的にエネルギーを作り、地球温暖化防止の為に非常に優れたものだと思いま
す。今すべての原発を停止して、化石燃料を燃やして、ＣＯ２を排出し続ける
なら、日本だけでなく、世界は地球温暖化による自然災害によって壊滅的被
害に見舞われると思います。私は、将来的には再生可能エネルギーのような
ＣＯ２を出さないエネルギーによって、経済を支え維持していけるようになるま
では、事故をおこさないように、細心の注意をはらい、科学技術を総動員し、
世界と協力し、安全を確保して原発を再稼動し、できるだけ早く化石燃料によ
るＣＯ２の排出を止めなければならないと思います。国は、国民の顔色ばかり
見て右往左往しないでもらいたい。人の批判を恐れていては、何もできませ
ん。国全体の為に、将来の人の為に地球全体の為に、断固とした態度で賢明
な決断をして、国としての責任を果していただきたいと思います。国は深刻な
地球温暖化をもっと国民に広報する責任があると思います。

8676 - - 70代 男性 - 新聞の報道によれば（そして８／３の新聞広告によれば）、政府が設置したエ
ネルギー・環境会議は、日本の将来のエネルギー供給が、いかにあるべきか
について、３案を提示したとのことだ。しかしこの３案は無責任すぎるとしか言
いようがない。原子力の比率を０％～２５％の間でどれでもよいと委員会は
言っていて、国民に対し、どれか１つ選んで下さい、という姿勢。一体、何のた
めの委員会だったのか。しかも再生可能エネルギーの高比率を実現するため
に個人住宅１千万戸に太陽電池を設置するとのこと。電力を値上げするため
に多額の個人の資産を投ずるという、不合理極まりない行動を選択する国民
が１千万人も居るとなぜ言えるのか？はっきり言って、この報告は不真面目
だ。即時廃棄して、場所を変えて本気で議論をやり直すべきである。８月中に
将来の原子力比率を決める必要はない。なお、最近のエネルギーに関する会
議や委員会に、メンバーとして反原子力の考えを持つ人を加えないと不平等
だとする考えがあるようだが、これは悪平等である。「反原子力」は、実は「思
想」あるいは「信念」である。今、日本で行なわれている原発是非の議論は、
例えて言えば、「正しい宗教は仏教か、イスラム教か、キリスト教か」という論
争である。議論してコンセンサスが得られる問題ではない。やみくもに「反原子
力」を主張する人がメンバーになっているような会議は、一つの（最善の）結論
を出すことは不可能であり、政府のエネルギー・環境会議はその典型である。
今議論されるべきは、原子力をどのように利用するのが合理的か、ということ
で、これを短期的、長期的な視点を明確に区別して議論すべきである。私は、
長期的には原子力発電の利用を減らすように「努力」すべきだと思うが、再生
エネルギーの活用がどのように進むかの見通しがもっと明確になるまでは、
原子力の利用を続けるのが当然で、議論の余地はない。勿論、安全性は十
分に確認しなければならないが…。ともかく、２０年先の原子力の比率をどう
するかは、いま決められる問題ではない。また決めるべきではない。議論すべ
きは、今年の冬、あるいは来年夏の電力をいかに供給するかである。最近の
新聞報道によると、政府は泊原発の再稼動を早々とあきらめて、北海道電力
管内で１０％節電を求めると決めたとのこと。今年は「仕方がない」で収まるか
もしれないが、来年、再来年はどうなるのか？来年、再来年の夏、本州や九
州はどうなるのか？国民の最大の関心はここにある。１年後、あるいは２年後
の需給の見通しが立たない中で、２０年後の需給を議論するとは、ナンセンス
の極みである。以上
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8677 個人 その
他

50代 女性 まず日本の原発（施
設）は安全性を無視
して建てられたので、
再調査して危険なも
のは即廃炉、閉鎖す
べき。原発事故の刑
事責任を安全委員
会、保安院、原子力
委員会、御用学者、
原発を推進した政治
家などにとらせるべ
き。

①２０３０年の総発電量に対しての原発の割合をきいていますが、まず現状の
原発の安全性の確認が第１です。日本の原発は衣笠善博という専門家が原
発建設予定地にある活断層を意図的に過小評価し、耐震設計にコストをかけ
ないように電力会社に有利な審査したからです。又浜岡原発は地震想定域の
真上にあり、津波だけでなく、地盤の急な隆起、傾き、地割れ（今回の地震震
源域の海底に長い地割れができた）で制御棒で原子炉を止めるどころか制御
棒が抜け落ちれば（制御棒が抜け落る事故は今までにもある）、ウラン２３５は
１個の中性子を吸収して核分裂をして２～３個の中性子を放出するので核分
裂が急増し、ぼう大なエネルギーを放出し水が一気に水蒸気になり原子炉爆
発をおこし福島とはケタ違いの放射性物質を放出し首都圏、中部圏、関西圏
は相当汚染され国家は機能しなくなります。浜岡以外も土台からくずれる恐れ
のある所は東通、敦賀、志賀原発と六ケ所村の核燃料処理施設で、この施設
には高濃度の放射性廃液がありこれが大気中にでると日本全土が汚染され
る可能性があり、これらは廃炉、閉鎖しその後徹底的に安全に管理すべきで
す。とくにこれらの原発、施設を安全に運転するということは人間が地球の地
穀変動をコントロールするということで不可能です。又福島第一原発の４号機
もどうなるか分からず、地球の動きは人間の都合通りにはならず、人間が地
球、自然に合わせるべきなのに、こんな簡単なことが分からないバカが多すぎ
ます。気違いに刃物どころか、気違いに原発ほど恐ろしいものはなく、私は今
すぐ全ての原発を止めるべきという立場です。②福島の原発事故の刑事責任
をとらせるのが先です。ＪＲ福知山線の事故など刑事責任を問われているの
に、これだけの事故を起して刑事責任をだれも問われないのはおかしいので
す。安全保安院、安全委員会、原子力委員会、東電、安全性を無視したまま
原発を推進した官僚や政治家、御用学者、安全神話をばらまいたメディアなど
刑事責任をとらせケジメをつけるべきです（原発の利用率よりこの方が私のま
わりで話題になってます。）③国会事故調査委員会、政府事故調査委員会が
今後もこの事故について国会で審議しろといっているのに、あんな状態の大
飯原発を再稼動させた民主党、今までひどすぎる原発政策をしてきた自民党
（例えば首相だった小渕は規制機関と推進機関の区別が分かっていなかった
という低知能ぶりだった。とくに推進派は国のエネルギー政策、安全性など考
えず電力会社などから金や票がほしいだけのいやしい物乞いでしかない。）は
勧告をきこうとしないが、もっと技術面からも徹底的に審議すべきです。こんな
うすらバカに原発など扱えるはずがないので２０３０年まででなく今すぐ全て廃
炉です。④規制庁、規制委員会はまともな組織なのか、アメリカの原子力規制
委員会と徹底的に比較すべきです。⑤水力発電の稼動率が２０％程度なの
で、４０％ぐらいにすれば電力の７～８％はこれでおぎなえます。又火力発電
所の電気変換率の平役は４０％ぐらいで古いものは３０％程度です。古いもの
から、最新の天然ガスコンバインドサイクル（６０％）、石炭ガス化発電（５０％）
にすれば水力発電の稼動率分（７～８％）節電分（１５％）を含め燃料を増さな
くても十分まかなえるし、逆に燃料費は少なくなるはずです。又再生可能エネ
ルギー、省エネ化をもっと進めればもっと少なくてすみます⑥総発電量に対し
ての原発の依存度だがＰＰＳを含む電力会社の総発電量なのか、企業あるい
は個人の自家発電も含むのか不明です。私の意見はすぐ全て廃炉なので関
係はないのですが…。まず上記に述べたことを十分なされないでこんな選択
肢をいっていること自体知能が低すぎるとしか思えません。これを決める委員
会のメンバーの多くが原子力ムラのクズ学者ではないのか！まずこのクズど
もを一掃すべきです。
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8678 個人 - - 男性 - □はじめに：私の住む千葉県銚子市は福島原発事故の被災地である。市の
セシウム測定では、市内平均値で現在も平常値より１桁高い０．１４レベル（μ
Ｓｖ／ｈ）が続き、風評被害を被った。市内民間最終処分場には、各地からの
セシウム汚染廃棄物（８０００Ｂｑ以下）が３万トンを超えて次々と搬入されてい
る。また本市では１９７０年に東電の５２０万Ｋｗ火力進出計画を全市民的反
対で白紙撤回させて以来、電力・エネルギー問題のあり方が、地域と環境に
関わる市民の最大の関心事となってきた。以下、それらを踏まえ一市民として
コメントする。私は多くの国民と同じく、現政権の原子力政策を信頼しておら
ず、このコメント募集と方式にも反対である。その論証は省くが、現政権の政
策と進め方は、いわば戦犯が居座って戦後処理をしているに等しく、無責任極
まるとともに方向を誤っているからである。さきに菅内閣が閣議決定した、エネ
ルギー基本計画の白紙見直しと脱原発の既定方針すら、根拠なき再稼動決
定などによって早々にホゴにされた。それらに対する国民の不信と怒りは、
２０％への内閣支持率低下、全国各地の意見聴取会での原発ゼロ支持７割、
再稼動に示された現政権の政策に反対する、６０年安保以来の大規模市民
デモ続発などでも明らかである。問題はこれら世論を、命脈の尽きかけた現政
権が聴く耳を持たず、政策転換へ接続する回路を欠くことにある。永田町に連
日溢れる市民の声はその表現であり、可能なら私も参加したい思いだ。その
替りに、このコメント募集という唯一のチャンネルを通じて意見を述べることに
した次第である。もちろんこの回路が政策に接続するかは期待のほかである
が、注視したい。□本論：原発ゼロシナリオ以外に、日本と国民の未来はな
い。「原発からグリーンへ」のゼロシナリオ・工程などについては、すでに多くの
専門家らによって、その現実的可能性が示されているので、ここでは繰り返さ
ない。今回のエネルギー政策・基本計画（以下、政策という）の論議に欠けて
いるのは、将来を踏まえての理念と原則及び社会・政治倫理についてであろ
う。この政策の基本的な理念・原則は、サスティナビリティ（持続可能性）とい
う、国際的でもある目標に置くべきである。それは同時に人類的倫理をも内包
しているからである。福島事故を教訓に、いち早く脱原発へと転換したドイツ
の、政策中枢は「安全なエネルギー供給のための倫理委員会」であった。国
民の安全と倫理がキーワードとされた、深い意味を教訓とすべきだろう。持続
可能性には、次世代への地下エネルギー資源等と安定的な生態系の引き継
ぎ（放射能など有害廃棄物を先送らない）という、社会倫理への責任が含まれ
る。日本の政策では３Ｅ原則（安定供給・環境保全・経済効率）はあっても、４
つめのＥ（倫理－ｅｔｈｉｃｓ）が欠けたままであり、原発当事者らの無責任さはそ
こにも起因しているのではないか。人類の文明史的転換への契機としても、持
続可能性実現には歴史的な意義がある。ウラン・化石燃料などの枯渇は時間
の問題であり、人類世界は環境汚染といのちの危険を伴う地下資源依存文
明から、再生可能で汚染と危険のない地表資源活用文明への転換を不可避
としている。持続可能性の倫理的側面には、平和・安全と非核原則がある。原
発がプルトニウム産生により核兵器保有に道を開くこと、それを安全保障措置
と称する原発保有論に、現政権も同調姿勢を見せていることは看過できな
い。国民の深い不信はそこにも根ざしているのである。経済的側面について
いえば、持続可能性を指向する脱原発の新技術立国を戦略とすべきだろう。
ドイツの一定の成功、かつてマスキー法の厳しい排ガス規制をクリアして成功
した自動車産業の経験などを引くまでもなく、この路線こそが日本経済再生の
鍵となろう。さらに再生可能エネルギー産業は、いわば１．５次産業として地域
再生と活性化をもたらす効果も期待できる。原発ゼロを発火点とする持続可
能な社会の展望は、単なる空想や希望ではなく、地域と国・人類の未来への
理想であるとともに、優れて現実的な選択であると私は考える。了



整理
番号

個人/
法人等

職業 年齢 性別 ご意見の概要 御意見及びその理由

8679 個人 無職 50代 男性 原発ゼロを。２０３０
年までかけず、今す
ぐ全機の停止・廃炉
作業を強く求める。被
爆国日本が、自ら“フ
クシマ”を生み出して
しまったという事実を
誠実に反省し、新し
い歴史へのターニン
グポイントとしたい。

■私たちは決して「放射能被曝」に無知ではない。世界一無知ではなかった筈
だ。なのにどれだけ私たちは馬鹿だったのだろう。あの事故の後、そう感じて
いる。策定されたシナリオの中の「２０３０年までの…」というゼロ％シナリオ
を、普通に選択しなかったのは、戦後のこの国の政府・政治・官僚への圧倒的
な不信感を持っているから。つまり、国がもっともらしく示す内容など、その時
その時の政府と政治家の利権、その背後の各省庁の思惑や利権で、いつも
どうにでも都合良く変えられ、曲げられてしまうことを、今までに散々見て知っ
ているから。ついこの前には、よりによってこんな時にこっそり「原子力規制
法」への“安全保障に資する”という一文の追加“事件”まであった。こんな政
府・官僚の何を信じろというのだろうか。だからこそ、変えられようのない明確
なシナリオである『国内の原発ゼロを実現するために、“今すぐに”全機の廃炉
作業を開始する』ことを、国の決定事項として進めることを強く求めたい。■そ
もそも、世界唯一の被爆国の責務として、毎年、原爆被爆者慰霊式典を行っ
ている国としては、“核の平和利用”より、“世界からの核廃絶”を国是として、
その役割を果たすべきだったはずではなかったのか。“人類にはコントロール
できない技術”という見方が少しでもあるのなら、“輝ける未来の技術”という
意見・見方よりも、そちらを選択して進むべきが、この国の責務・使命だったの
ではないのか。安保による米国の核の傘に入るためのご機嫌伺いと、その圧
力に屈して騒ぎ立てることもせずいた戦後の情けない歴史。さらには兵器転
用さえも視野にいれての核技術保持に執着して来たおぞましい姿。どんなに
誤魔化しても、今となっては多くの国民が、その倫理も道徳もない、小学生に
すら恥ずかしくて説明できない、原発推進の情けない歴史と経緯の実情を
知ってしまっている。■だから今こそ、「１」だとか「２０～２」だとかのシナリオを
選択肢として策定するのではなく、原発に頼らなくても大丈夫な国を、世界が
注目する中で実現していくのが、「レベル７」の事故を起こしたこの国のこれか
らの責務であり、使命ではないのか。■これまでの原子力発電と核エネル
ギーサイクル推進は、オイルショックを経て、“エネルギーの自給自足”という
理由を糧に、ちょうど都合良くやって来た“温暖化対策”の順風を受け、それら
を調子のよい隠れ蓑にして推進して来られただけ。産業界的に、そして地域
振興も含め、原発が一石何鳥にもなる“おいしい”手段であり、それに飛びつ
きたくなることは、若い日の中曽根氏でなくても解らないでもないが、前記の理
由から、そもそも選択肢とすることが間違っていたと思う。■選択したとしても
（実際して来てしまったわけだが）、せめて安全対策だけでも“世界の先端”を
目指せばよかったものを。世界地図の上でも群を抜いて「地震多発エリア」で
あるこの国土に、多くの原発を安全に集中させうる技術開発に邁進すれば、
まだ良かったものを。なのに情けないかな、国民の核アレルギーを知っていて
“とにかく反対を抑えて作れば良い”というのが本音だから、「避難訓練なんか
したら、安全じゃないみたいに感じるから中止」なんていう本末転倒なお粗末
さを、過去に方々で露呈しつつ、安全なんか二の次で推進・増築一本槍で進
んできた結果がこの始末。これではまるっきり、エネルギー獲得のために大義
名分を掲げて国民や世界を欺き、大陸や東南アジアへ侵略した結果、道を
誤った大日本帝国のやった事と、大した違いもない。■燃料調達コストの“安
い・安心”でウランが選ばれてきたが、スイスでの実例と判断を見ても原発の
安全対策追求にかかるコストがどれだけ高いものにつくか。加えて使用済み
核燃料処理費については未だ技術も確立出来ずにいて最終的なコスト算出
すら出来ない。そして今回の事故処理にかかる全ての費用、そしてこれまで
同様の地元対策費を考えれば、全然“安くない”ことは、今や誰でも知ってい
る。国民を誤魔化せていると考えているのは政府と官僚だけだ。■ＣＯ２に関
しては、現状の世界比で見れば、日本の排出量は充分抑えられたものだし、
果たすべきは米中へのＣＯ２低減に向けさせる外交努力だろう。それより何よ
り、３．１１を振り返って世界の環境への“害”を考えた場合、ＣＯ２と放射能、ど
ちらの“まき散らし確率”を減らすべきかは明らかではないのか。■核技術に
向けられた能力・資力を、もっと昔から再生可能エネルギーに振り向けていれ
ば、その発電効率や手法の多様性はもっと進んでいたはずであり、またそれ
を追求するのは今からでも決して遅くはない。また、“世界最高品質”の電気エ
ネルギー供給を実現してきたのは、“日本の技術力”であって、すべてが原子
力エネルギーの手柄などではない。■温暖化対策・エネルギーの自給自足に
関しては、原発の維持・推進などよりも、メタンハイドレートや天然ガスの資源
発掘・活用をもっと積極的に行えばよいものを。日本海側の資源確保をまじめ
にする気があるのか。だとしたら尖閣諸島、竹島、北方領土に関する外交の
まずさは一体何なのか。外国との交渉よりも国民を騙す方が簡単・手軽だか
ら、原発の維持・推進にこだわっているのか、と考えたくもなるのが道理ではな
いか。■また、産業振興・地域振興との関係・そのあり方について、日本は
「公害問題とその対策」という試練を、“人間の健康・命はそれに代えられな
い”という答えを、過去多くの犠牲を払って獲得し、その解決を技術力で切り拓
いて達成。そして素晴らしい成果であるその環境浄化技術を世界に輸出しう
るという今を築いて来たではないか。それなのに何故、除染技術すら本気で
確立・達成しようともせずに、原発の維持・推進を考えたりするのか。■産業
振興という面から考えれば、「全原発の廃炉」だけでも充分な産業振興・地域
振興になるのでは。それに加えて除染も含めた福島の廃炉処理もあるから充
分ではないか。その技術こそを確立し、輸出することを考えたらどうかと思う。
なのに事故直後にその方向ではなくて、逆に産業界の圧力で原発技術の輸
出を認めてしまう政府のお粗末な判断の何を信じろというのか。電力各社が
全ての原発関連資産を、今更帳簿の上で捨てて赤字になれないのと同様、国
も、原発という“錬金術”にしがみつき続けた歴史のすべてを、サンクコストとし
て切る勇気がないだけ。誰がどう見てもどうしようもない「もんじゅ」や核燃サイ
クルすら未だに切れないでいるのに、国民が強硬に声をあげずに、どうして原
発ゼロが確実に実行されうると思えるのか。■つまり問題の本質は、産業の
発展、エネルギーの安定供給、技術力という面にあるのではなく、あるのは政
官財が癒着して進めてきた原発推進政策に対する経済的損失感情だけ。だ
が、今となってはこの国の原発はすべてがサンクコストであり、すべてが速や
かに処理すべき“不良債権”である。■歴史をちゃんと反省し、反省から新た
に正しい未来を選択をし、その選択を子供たちにちゃんと説明して納得させら
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れる、論理的で明快な国づくりをしようではないか。確かに今まで、この国の
国民は、今みたいに原発反対を訴え、国会を囲んで声をあげたりしてこなかっ
た。その結果と反省のかたちとして、福島の後始末に自分たちの税金がこの
先、何十年も使われ続ける事を受け入れたいと思う。その代わりに、この教訓
を活かして「原発ゼロ」を国民の選択にし、新しい歴史を歩みたい、と考える。
■以上の理由から、「１」でも「２０～２」シナリオでもない、『原発ゼロ％を実現
するために、“今すぐに”全機の廃炉作業を開始する』ことを、改めて私は強く
求めたい。

8680 個人 家事
専業

60代 女性 「原発ゼロにする」で
お願いします。・命が
一番大事だからで
す。人間だけではあ
りません、あらゆる生
物、空気や水、山や
海…すべてのものが
生きています。国も電
力会社もすべての生
命をうばってはいけ
ない。核を手にして
も、誰も手におえな
い。これ以上私達や
原発に従事する人た
ちを脅かさないでくだ
さい。

・原発の核爆発、再処理施設から出るとてつもない放射能、原発のゴミ死の灰
これからの日本を破滅に導くのは、誰ですか？・原発動けども、長い間放射能
が降り注ぎ、人も生物も自然も死に絶え、誰もいない世界……想像できます
か？・国会議事堂や霞が関に放射能がふれば、国は廃炉を考えてくれます
か？・放射能は遺伝子を傷つけ、奇形やあらゆる病状を引き起こします。母親
として許せない。もし自分の子どもがそうだったら、許せますか？・原発の後継
者、優秀な技術者や作業員は育っていますか？少子化、労働力低下、危険な
原子力を学ぶ人はいなくなる。５４基の維持管理事故が起きた時、だれがめ
んどうみてくれるのでしょう？何万年も。・原発は温排水を流します。海水が１
度上昇すれば大変なことに。海洋生物も減少。北極の氷が解けるのは海水の
温度上昇にも原因があるかも。・借金のつけは、次世代に回したくないとの事
ですが、核のゴミや廃炉、福島原発処理等、今でもできないことを無責任に次
世代の人につけを回すのですか？・すぐに廃炉にむけて、皆で叡智を出し合
い、恐怖の世界からまぬがれるよう、次世代の人たちが安心して暮らせるよ
う、今原発に関わっておられる優秀な方々で処理していただき、次の若い人た
ちに新しい世界をゆだねましょう…。

8681 法人・
団体等

- - - 以下の３点について
意見を申し上げた
い。・政府が示した成
長戦略との不整合が
ある。・再生可能エネ
ルギー等に対する過
度な期待を懸念して
いる。・地球温暖化問
題への対応はゼロ
ベースで見直される
べきである。

「エネルギー・環境に関する選択肢」について、意味のある国民的議論を行う
ためには、専門家による十分な検討を経た信頼に足るデータが、国民全体に
対して分かり易く示される必要がある。しかし、今回示された選択肢では各シ
ナリオの特徴や問題点が容易に読み取れるような整理がされていない上に、
関係する政府方針との不整合、省エネルギーや再生可能エネルギーへの過
度の期待など、多くの問題点がある。以下に具体的な問題点を指摘するととも
に当委員会からの意見を述べる。○成長戦略との不整合・政府の成長戦略で
は「実質２％」の経済成長を目指しているにもかかわらず、選択肢の経済影響
分析の前提は、実質ＧＤＰ成長率が２０１０年代１．１％、２０２０年代０．８％と
整合がとれていない。選択肢に基づいた政策を推し進めた場合、エネルギー
が不足し、成長戦略の実現は不可能となる。・エネルギー政策は長期を見据
えた供給安定性の上に、経済成長と環境保全とのバランスが求められるもの
であり、専門家を含めた地に足の着いた議論が必須である。○再生可能エネ
ルギー等に対する過度な期待への懸念・各シナリオは、省エネルギーや再生
可能エネルギーの最大限の導入を見込んでいるが、実現可能性の検証が不
十分である。・また、エネルギーセキュリティーの観点から十分な検討がなさ
れていないため、省エネルギーや再生可能エネルギーがシナリオどおり実現
しなかった場合、エネルギー供給不安を引き起こす懸念がある。・他方、仮に
シナリオが実現した場合、再生可能エネルギーの大幅な導入（電気料金上
昇）や省エネへの多額の投資が企業の国際競争力や国民生活への大きな負
担となる。・いずれの場合でも、エネルギーの供給不安や価格高騰のリスクを
避けるため、企業の海外移転が進み、ＧＤＰの減少や国内雇用の喪失の懸念
がある。○地球温暖化問題への対応・地球温暖化対策は引続き重要である
が、現下の経済状況等を鑑みると、これまで以上に、エネルギーの安定供給
や経済とのバランスを強く意識しつつ進めるべき。・そうした観点から、鳩山政
権による中期目標（９０年比２５％削減）は、ゼロベースで見直されるべきであ
る。以上のように、各選択肢を選んだ場合に国民生活や企業活動、雇用への
影響など、重大な懸念があるにもかかわらず、そうした情報が分かり易い形で
企業や国民に十分に説明されないまま、形だけの国民的議論が進められよう
としているのは問題である。国民生活や企業活動、雇用など、日本の将来を
大きく左右するエネルギー・環境政策について、今般の選択肢に拘らず、拙速
な結論を避け、十分に時間をかけて、冷静かつ多角的な議論をさらに深めて
いくことを改めて求めるものである。

8682 個人 無職 50代 女性 - ①０％原発いらない！！我家にはエアコンがありません。地域的に涼しい所
ではあるけれど、家に工夫がしてある（通風と屋根に土乗せている）のでエア
コン等いらない。原発は土を汚し、空気を汚し、水を汚しすべての生物を生き
てゆけなくしてゆく恐しい！！未来は原発をすべてなくし、子孫が安心して暮
せる様に世界中で取りくむこと！！今私達大人が出来る最大の贈り物ではな
いでしょうか

8683 個人 学生 10代
以下

女性 - ①０．１原発は将来に必要ありません。確かに、私が住んでいる家では電気を
使います。エアコンだって使っています。電気を使っている自分が今さら原発
はいらないという言葉は矛盾しているけれど、将来のことを考えたとき、不安
になります。今はよくても将来は？原発によって日本の将来が危うくなるので
あれば、私は電気はいりません。けれど、そんなことをいってもやっぱり電気
は必要です。でもちょっとでいいんです。部屋の光をてらすだけでいいんです。
だって昔の人はその光がなくたって、電気がなくたって暮らしていけたのだか
ら。電気がいっぱいあったって人々は笑顔にはなれません。でも電気がなくて
も人は幸せになれるんです。原発で国、日本、将来への首をしめるようなこと
はしないでほしい。それが私の原発にたいする思いです。
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8684 個人 会社
員・
公務
員

20代 女性 - 私は原発０％に賛成です。原発を動かすかぎり核ゴミが出、今まで出た分と処
分も出来ずに外国に核ゴミを処理してもらう、処理施設を作るなど言語道断で
す。自国で処理できないものをなどいりません。また福島の原発事故で汚染、
健康など多々に渡り被害が出ているのにどこを見たら再稼動が安全なんで
しょうか。関電の人達は福島の地、人達が身をもって教えてくれているのが分
からないのでしょうか。また電力不足と言ってますが、社会全体が無駄に電力
を消費していると思います。何でも電気にたよる生活を改めないといけないと
思います。



整理
番号

個人/
法人等

職業 年齢 性別 ご意見の概要 御意見及びその理由

8685 - 無職 60代 男性 「ゼロシナリオ」に賛
成する。できるだけ早
く原発を無くし、自然
エネルギー発電で全
ての電力を賄うことに
国（政府・国民・企業
等）を挙げて努力す
べきである。日本は
「核燃料サイクル事
業」と「原発輸出」を
中止し、「自然エネル
ギー産業」と「核廃棄
産業」を発展させ、
「自然エネルギー立
国」を目指すべきであ
る。

原発に対するこの「３つのシナリオ」の選択が、日本の「国のかたち」の基本を
決めます。２０３０年までに日本は「原発をどうするのか」「どんな国を目指すの
か」その基本が今、決まろうとしています。この「３つのシナリオ」のどれを日本
が選択するかで、日本の将来が「希望」に満ちたものになるのか、「絶望」しか
抱けない国になるのかが決まります。「ゼロシナリオ」の目指す国は、「自然エ
ネルギー立国」です。「２０～２５シナリオ」の目指す国は、「原発立国」です。
「１５シナリオ」は「エネルギーベストミックス」の中間意見です。私は「２０～２５
シナリオ」だけは絶対避けなければならないと考えます。このシナリオは、現
在ある原発を稼動させるだけでなく、「原発の維持増加」を目指すものだから
です。このシナリオは、「地震大国日本」「大地震活動期に入った日本」の現状
を無視し、「福島第１原発事故」を全く教訓にしていない選択です。現在予想さ
れている「東北地方太平洋沖地震」の余震、「東海地震・東南海地震・南海地
震（三連動地震）」「首都圏直下型地震」を始め、日々起きている数え切れない
地震が原発事故リスクを増大させています。もう一度原発事故による「放射能
汚染」が起こったならば、日本人の不幸を一層増大させ、「日本の破滅」と「世
界の非難」が不可避です。原発事故原因は「地震・津波・台風・竜巻」だけでな
く、「人為的ミス」「機械不具合や故障」「テロ攻撃」など、多くの要因がありま
す。それ以上に大きな問題は、「核燃料サイクル」の維持拡大による「危険リス
ク」と「経済リスク」の増大です。「核燃料サイクル」は、「核燃料加工施設」「使
用済み核燃料再処理施設」と「プルサーマル型原発」「もんじゅ型原発」などに
よって推進されています。現在、六ケ所村の「再処理工場」や福井県にある実
験炉「もんじゅ」は未完成で、「プルサーマル原発」も多くの問題を抱えていま
す。これらの施設は「放射能汚染拡大」の危険性があると同時に多額の「運
転・研究費用」が掛かります。日本の未来に繋がらない「核関連施設・研究」に
膨大な国費を支出することは、日本の「希望ある未来を築く自然エネルギー産
業」の発展をも阻害します。更に問題は、野田総理が９月２２日国連本部「原
子力安全首脳会合」で表明した「原発輸出」と「原子力技術協力」が一層推進
されることです。原発輸出協定や原子力協定締結も、現在着々と進んでいま
す。この道は「日本と世界を破滅させる道」です。世界中に「原発事故リスク」
を拡大させ、「原発事故責任」を日本人が負うという「破滅の道」です。世界の
多くの原発に日本企業が関わっているからです。国が「原発輸出」を認めてい
ることは、海外の原発事故の責任を日本国民も負わなければならないことを
意味しています。この「２０～２５シナリオ」は日本を「原発立国」に向かわせ、
「日本と世界」を不幸のどん底に落とし、日本の未来から希望を失わせる「最
悪シナリオ」です。私は「自然エネルギー立国」を目指す「ゼロシナリオ」に賛
成します。それも現在稼動中の「大飯原発」を止め、直ちに「原発ゼロ」の国日
本を目指すようにするべきです。私がそう主張するのは、「すぐ原発ゼロにす
ると生活や経済に影響が出るので、原発を徐徐に少なくしていく方がよいので
はないか」という考え方に危険性を感じるからです。一つは「原発稼動」は「放
射性物質」の生産を続けることになり、「使用済み核燃料」や「放射性廃棄物」
が日々増大することになるからです。現在でも「使用済み核燃料」は「原発内
のプール」に溢れんばかり存在しています。その「最終処分場」さえ決まってい
ません。もう一つは、「原発稼動」により「核燃料サイクル」を認めることになり
やすく、今後も「危険リスク」と「経済リスク」を増大させ、日本の「国のかたち」
を歪めたり不明確にしていくからです。もし日本が「直ちに全ての原発を止め、
『自然エネルギー立国』を目指す」と表明したら、国家も国民も企業も「覚悟」
（原発ゼロでも生活と経済を守る）を決めなくてはならなくなります。その「覚
悟」が日本を「新しい国」に変え、日本の未来に希望を与える「原動力」になり
ます。「原発ゼロ」を直ちに決定すれば、日本国民が「心を一つ」にして「自然
エネルギー立国日本」に立ち向かうことができます。「原発ゼロ」「自然エネル
ギー立国」の２つを日本国民が目指す方向として共通認識し、力を合わせて
いったら、必ず日本に「明るい未来」が開けます。私は「自然エネルギー立国」
が日本の目指すべき道だと確信しています。２０３０年になった時、「原発立
国」になっていたら、日本は「原発廃炉」「使用済み核燃料処理」「放射性廃棄
物処理」「放射能汚染不安」などで日本中が困り悩み、日本は「希望を持てな
い国」になっていると思います。更に「自然エネルギー産業」が発展していない
ために、「電力確保」のために「多額な化石燃料費」を必要とし、産業の衰退や
国民生活の困窮が起こります。「自然エネルギー立国」になっていたら、「原
発」が無いため放射能不安が無く、自然エネルギーで全ての「電力とエネル
ギー」を確保できるため、「電力とエネルギー確保」に一切の費用が掛かりま
せん。（２０３０年時点では一部化石燃料発電も必要かもしれません）ですか
ら、外国のエネルギー資源圧力も受けず、産業や国民生活は自国だけの「自
然エネルギー資源」で賄えることになります。全ての電力とエネルギーを自国
で賄うことができることによって、日本の「生活と経済」は磐石のものとなり、
「安心安全で豊かな日本」が築かれます。日本は「資源の無い国」と言われて
いますが、この「自然エネルギー資源」は世界有数なほど豊かです。「自然エ
ネルギー資源大国」と言っても過言ではありません。「海に囲まれている」「雨
量が多い」「急峻な山がある」「強い太陽光がある」「高温の地熱がある」「強い
風がある」「広大な森林がある」など日本は「自然エネルギー資源」に溢れてい
ます。これらの資源の一部を使っただけで、「日本で使用する全ての電力とエ
ネルギー」を十二分に賄えるのです。「風力発電」「太陽光発電」「水力・小水
力発電」「地熱発電」「潮力波力発電」「バイオマス発電」や「熱エネルギー利
用」などの設置適地は、日本中に溢れています。更に日本は「技術立国」でも
あります。太陽光パネル、風車、発電機などの発電機器や施設の工夫改良に
よって効率的に発電することができたり、効率的に電力を利用するＩＴ技術を
使った「スマートメーター」「スマートコミュニティー」などの改良も進んでいま
す。「自然エネルギー立国」にするためには、「自然エネルギー産業」の発展
は欠かせません。「自然エネルギー産業」とは、「自然エネルギー発電や自然
エネルギー利用」に関わる全ての産業を意味します。「自然エネルギー産業」
は、「創エネ（発電や発熱）」「効エネ（エネルギー使用の効率化・スマート化）」
「省エネ（エネルギー使用の省力化）」を３本柱にして、それに関わる生産・研
究・改良の全てが「自然エネルギー産業」と言えます。菅前総理が政治生命を
掛けて成立させた再生可能エネルギー電力の「固定価格買い取り制度」が７
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月から実施され、多くの企業が自然エネルギー発電事業に参入してきました。
この事業が大きく成長することが「自然エネルギー産業」の基磐になります。
日本は「自動車産業」「電器機産業」「重化学産業」「医療機器産業」など製造
業を中心に発展してきました。それらを支える「電力」を「危険極まりない原子
力発電や資源に限りある化石燃料発電」に頼るのではなく、「日本に溢れるほ
どある自然エネルギー発電」を一大産業にすることで、日本の産業全体を安
定的に大きく発展させていきたいものです。私は現在の日本はもう一つの産
業を新しく発展させなくてはならないのではないだろうか、と思っています。そ
れが「核廃棄産業」です。日本は残念ながら原発を５４基も設置しました。政
府・原子力企業・電力会社・原子力ムラなどに一番大きな責任がありますが、
それを止めることができなかった国民にも全く責任が無いとも言えません。こ
の日本が背負った負の遺産「原発」「核関連施設」「放射性廃棄物」等をやはり
日本の責任によって廃棄していかなければなりません。他国にお願いする訳
にはいきません。日本で何とかしなくてはいけません。ある意味で「原子力産
業」は、「核製造産業」と「核廃棄産業」で成り立っているようにも思えます。日
本は今後確実に「核廃棄物」を処理していかなくてはなりません。好ましくなく
ても「核廃棄産業」を発展させなくてはならないし、「人類に対する義務」でもあ
るのではないでしょうか。私は現在提案されている「日本再生戦略」の柱にこ
の「自然エネルギー産業」と「核廃棄産業」を位置付け、将来に希望が持てる
「日本再生戦略」にしていっていただきたいと思います。今までの「核製造産業
（原発を中心にした原子力産業）」に掛けたパワーや費用を「自然エネルギー
産業」と「核廃棄産業」に振り向ければ、日本は確実に成長していき、雇用問
題も解決し、「安心安全で豊かな日本」という希望ある国になっていくと考えま
す。２０３０年に日本はどうなっているのでしょうか。「ゼロシナリオ」が国家戦
略になり、全ての「原発」が止まり、「自然エネルギー産業」と「核廃棄産業」が
発展すると同時に全ての製造業も発展し、「自然エネルギー」によって自国で
全ての「電力」と「熱エネルギー」を確保でき、「安心安全で豊かな日本」になっ
ているでしょうか。それとも「１５シナリオ」が国家戦略になり、世界の「自然エ
ネルギー国家」から取り残され、原発が一部残され、「核関連施設・産業」も生
き残り、「原発輸出」も相変わらず続き、世界にある原発と原発事故や核廃棄
物の心配をし、「不安と停滞で未来に希望を持てない日本」になっているので
しょうか。私は、この「３つのシナリオ」の決定は、最も重要な「国のかたち」を
決めるものだと思います。この「パブリックコメント」を単に「国民から意見を聞
いた」という形式だけに終わらせず、日本の未来を決める本当に重要な決定
（国家方針）であることを肝に銘じて決定してくださるよう、心からお願いする次
第です。２０１２．８．９．提出

8686 - - 60代 - - （結論）・当然ゼロシナリオ。（理由等）・危険すぎる。・金閣寺焼失原因と似た
ような事件が原発で発生しないと言い切れない。・使用済核燃料の処分方法
が確立されていないから、まだ研究段階であるべきで実用化は正気の沙汰と
は思えない。・原発賛成の評論家は、自宅から２０～３０ｋｍ圏内に設置でも賛
成か。総論賛成各論反対にならないか。・再生可能エネルギーは価格や不安
定が問題と言われているが（価格）例えば家庭用太陽光発電の売価は１０年
間だけ１ｋｗｈ当り４２円。その後約半分程度になるから、電力料金は当分高く
なってもいずれ頭打ちし、徐徐に安くなるし、原発がなくなれば、原発市町村
への助成金は不要だからその分、更に安くなる。（不安定）蓄電技術の進歩で
解決できると思う。・原発はＣＯ２を出さなくても、高温で海水を暖めているか
ら、地球温暖化につながる。・原発ゼロ、再生可能エネルギー主体の国にな
れば、五輪招致に有利かもしれない。◎福島の事故は神からの警告と思うべ
きだ。

8687 - - - - - 私はこの３ツのシナリオは非現実的だと思います。イデオロギーや感情論で
国の根元的エネルギー政策を決めるのは危険です。そもそも風任せ天気次
第では、日本の様に曇や雨の多い国では、せっかくの良質の電気を不安定な
電圧・周波数にしてしまい、日本の物作りをだい無しにしてしまい技術立国は
成立しない。沸騰水型は廃炉にし、加圧水型と最新型の炉を開発し、世界を
リードし産業を興隆するには原発は４５％は妥当の線だと思います。ガラス固
化技術はフランスから導入しモンゴルの地盤は数千万～１億年は大丈夫なの
で再度交渉して見てはどうだろう。国内で１０万年安定した地盤は何処にもあ
りません。トイレのある原発は人類の悲願です。アメリカのグリーンエネル
ギー政策は失敗しました。アメリカのまねをしなくても良いです。ＣＥＲＮの次世
代加速器を北上山脈に誘致する計画があると聞いていますが、その中の一ツ
に放射線の半減期を縮減する技術があると云います。遠い将来、放射線の問
題も解決するでしょう。而し黙っていては解決しません。問題意識を持ち努力
と熱意で解決しようではありませんか。原発０％にすれば世界の国々から没
落していくでしょう。人材も流失します。

8688 個人 家事
専業

40代 女性 「ゼロシナリオ」を支
持します。

福島第一原発事故により原発安全神話は崩壊、原発に頼らないエネルギー
政策への転換が必要。
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8689 - 無職 70代 - - エネルギーと環境の未来について　国が目指すべきエネルギー政策は、食う
か食われるかのグローバル競争の時代にあって、基本は、国際的に見て、安
定的で安価な電力の供給であるべきです。１、化石燃料は世界の政治情勢や
国際的な資源獲得競争の中で、将来共安定的に確保できるのか、更には、日
本の貿易収支は企業の海外移転等によりマイナスの状況になりつつあり、将
来購入には外貨の制約をうける事態が予想されます。又、化石燃料は環境面
からも漸減すべきエネルギーです。２、再生可能エネルギーの比率拡大は大
いに進めるべき方向ですが、日本のエネルギー需要を支えるには時間がか
かるように思います。３、原発は資源制約が少なく、安定したエネルギー供給
が出来ます。原発は技術文明の最たるものと思います。技術には想定外の事
態の発生を皆無とは言い切れませんが、安全対策を徹底して、原発による一
定のエネルギー確保が必要です。脱原発は電力料金の値上げを容認するこ
とで、これは国際競争力を失い、消費者の生活レベルを低下させることであ
り、これは脱成長路線を意味します。グローバル競争のなかで経済大国の位
置を明け渡す覚悟が必要です。以上の観点から①安全策を徹底し、原発依
存度は１５～２０％位とする。②再生可能エネルギー３０％位とし、省エネの目
標は１５％以上を目指す。③今後日本では新たな原発の建設は非常に困難と
思われます。グリーンエネルギーへの転換を早急に進める必要があります
が、グリーンエネルギーが高コストでは、経済社会への影響が大きくなりま
す。この点見極めながら進める必要と思います。



整理
番号

個人/
法人等

職業 年齢 性別 ご意見の概要 御意見及びその理由

8690 - - - - - １環境調和〔意見〕原発を造る場合には大量の資材が必要です。そのために
消費されるエネルギーは石油資源を諸費します。大量の二酸化炭素を発生し
ます。原発の設計には環境負荷の低減など全く考慮されていません。１９６０
年から１９７０年当時は地球は無限であり環境配慮など全く念頭に無い時代で
した。原発は当初より環境を考慮した設計など無く、経済合理の範囲での安
全設計で成り立っています。その範疇でルールを作り当てはめて成立してい
ます。運転開始後も人員の通勤なども車であり、大型バスに少数の人しか
乗っていないケースが法廷速度など無視して列を成して走っています。日常を
通じて無駄な書類や資材の消費が多く特に定期点検時には早く終了し売電
収入確保のために過剰な消費が行われています。設置場所の元の自然環境
保全なども無配慮で動物の道など大きな深い水路で縦断し熊やイノシシが出
没すれば罠をしかけて殺戮します。これが実情です。行政には自然保護の担
当部署がありますがリコメントなど無いようです。・環境に配慮しないと無理が
あり万一の自然災害や不足の事態に思わぬ被害が発生することは避けられ
ず日本の風土には原子力はマッチしないと思います。〔備考〕安価で豊富な電
気エネルギーで作った製品を輸出する。車や重機、先端ＩＴの部品などは結局
は環境に付加となり更なるエネルギーを必要となります。・地球環境のことを
もっと考慮し日本の方針も含めて再構築する時期だと思われます。２検査や
認可体制のリスク〔意見〕各種試験検査どのプラントでも全て合格です。なぜ
でしょうか・検査要領書は施設者が作成し監督官庁が承認しています。・官庁
は本来は自己の力で検査を行うのが本来ですが全てお任せです。・検査員の
能力も疑問で全くの素人さえ過去にいました。・日頃より機能しておらず、事故
時においてはなにおやいわん。３．１１が実証しています。○学識経験者の先
生方・官庁の方など自分で責任をとる覚悟の方はありません。○判っていても
保身が優先し改革など全くなされない。これが日本人の意識です。学閥、仲良
グループで何事も審議し形骸化しています。特に立地時の活断層や破砕帯の
問題ですが当初より予見は出来たはずです。言い出せば日本中に原発を安
心して造る所など皆無ではないでしょうか。どのプラントでも今更その問題が
発生しています。異常時のリスクを考えると原子力は日本にはマッチしないと
言えます。３検査不可能箇所〔意見〕原子炉の大切な箇所ほど放射化や放射
性物質の堆積などで放射線量率が高くまた構造的に狭いなどして十分な検査
が出来ない所が存在します。定期点検は手軽に検査出来る場所を適当に選
びその結果より検査不可能箇所の状況を推定する方法が一般的です。これ
で何十年も運転するわけです。設計当初より将来の劣化を予想し十分検査可
能なようにした計画は出来なくリスクを抱えた部分を設計余裕度などで妥協し
ています。実際は種種の悪条件により問題は発生しており、地震時の動的な
力などで破壊する場合も十分考えられます。原子力以外のプラントならば最
悪事故でも化学反応でありある期間で収束します。原発は物理的な核分裂や
放射性物質が問題で手に負えません。当初の設計要素に全て点検検査し悪
ければ検討し改良するとゆう通常のプロセスを取り入れられない原子力は成
立しないと言えます。〔備考〕産業形態は常に変化します。長期的なことも考え
て地域に適した下こしらえしておけばショックは軽減出来ます。精神的なより
所でも良いと思います。４地域との関係〔意見〕原発の実仕事は午前２時間午
後３時間程度でしょうか。巷の仕事に比べれば非常に楽です。賃金も悪くあり
ません。また、自治体には政府補助金や会社の寄付金など他に周辺漁協な
どへも寄付など行われています。これらの原資は全て電気料金です。地域へ
の影響はお金のバラ撒と楽な仕事で高収入です。一度その恩恵を受けると地
域の地場の技術力産業力は低下し、お金はあるがヤル気が低下します。地
域で少し難しい仕事を行える所は原発が立地して４０年も経過していますが多
くありません。原発周囲の漁家には保証金が配布され後継者も原発に就職し
たりして伝統漁法など途絶えつつあります。万一原発が撤退となれば手に職
が無く困った事になります。今その兆候が見られつつあります。○直近の地域
との交流はありますが隣接地域との意思の疎通や信頼関係は薄いです。や
はりばら撒き金品の関係でしょうか。○都会とは違った特色を生かした考えで
地域は再構築すれば良いと思います。○破砕帯でも断層でも同じです。地震
は同発生し影響も不明です。いいかげんな設置審査で行われた原発は即停
止すべきです。どこの責任などとゆう問題ではなく、他の国にまで被害が及び
ます。○先祖伝来の山谷を破壊し原発を造り必要としない電気も起こし処理
不可能な廃棄物を発生しこれで良いのでしょうか。継続可能なシステムでしょ
うか。○原発は寿命となれば終えて新たな設置などもっての他です。〔備考〕
他の国に被害が発生した場合には国際的な紛争に発展し収集不能となる可
能性もあります。５原発内部の体制〔意見〕○書類がやたら多くそれらの訂正
改正、周知教育など煩雑で肝心の所に使われるべき労力が分散される。○若
い人材のヤル気が乏しいように見える。常に他の対外関係や整合性や矛盾
などいわゆる間違い探し的なことを念頭においているようで、神経が疲れると
思う。本質的な考えなど視野を広くすべきと思われる。○つまらないツジツマ
あわせの仕事が多い。従事人員のヤル気が低下しているため、これらを解消
しないと廃棄措置もままならないと思われます。○過去のトラブルにおいては
その責任者はその責を果たさず。転出昇進するなど全くなっていません。○そ
の体質は中央政府の体質を引きづいています。○何年間も自主的な保全活
動の保守整備指摘箇所０の世界です。危険感知能力と言いますかセンスと言
いますか困った事です。そのような内部なので無理であり。危険リスクが一杯
です。「もんじゅ」閉鎖すべきだと思います。その理由は①１９６５～１９７０年当
時の日本の原子力政策によって実施決定されたと思います。今の世界情勢で
は本当に必要なのでしょうか。②高速炉の研究開発であれば炉心などはコン
ピュータシュミレーション技術で解析可能で実機で行う必要性は無いと思われ
ます。実機で研究炉を行うのであれば地震などのリスクの無い所で世界的な
研究機関にて行われた方が色んな発想や検討がなされ、実験試験を伸びや
かに出来ると思われます。③日本での原子力開発は試験など行うリスクの見
積が厳しく、実証性のとぼしい研究しか出来ないため成立しないし、その必要
性も無い。どうしても行うのであれば条件の整った所で行えば良いと思いま
す。④研究者は専門研究を行い目的は学会発表です。それと「もんじゅ」との
結びつきは薄く関連が曖昧です。何か学識者との仲良しクラブのようで良く判
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らないのが現状です。⑤「もんじゅ」は人の山集りですがプラントと運命を供に
しようと思っている人はいるのでしょうか。万一の場合に対処出来る気構えが
あるのでしょうか。はっきり言ってわかりません。出向などの体制とせず全員
社員として一致団結すべきです。しかし、理事長が短年で交代し先月の訓示
で供にやりましょうと言っていたのにいつの間にかどこかへ行ってしまわれま
す。単なるリップサービスマンでしかありません。まったく便りにもなにもなりま
せん。改善策はあるのか〔意見〕①今の国力を維持しての改善策は無いと思
われます。各家庭の消費電力量を低下させず、企業活動も維持するのであれ
ば無理だと言えます。２０％程度低下させれば可能と思われます。つまり収入
も低下雇用も減り経済工業国家より一次産業型国家への移行だと思えます。
②今の経済や国の方針は無理があります。これを苦しいけれども何とか解消
し次の世代に渡す義務があると思われます。トリックや言い訳が多く、組織は
本来の目的では無く組織保身力のみに終始しています。③昔に戻り漁業、林
業、農業に力をいれて自活力を養うことが可能と思います。勿論経済競争力
など低下し収入も減るでしょうが、平均寿命も低下するかと思いますがそれは
しかたがない。自然な姿だと思い無理の無い姿勢だと思います。

8691 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

60代 男性 「即刻、原発ゼロを主
張します。」政府・電
力会社・原子力科学
者の「無責任体質」
「陰ぺい体質」がある
限り、原発を認めるこ
とはできません。

「即刻、原発ゼロを主張します。」なぜなら、原発を推進してきた政府・電力会
社・原子力科学者たちが、今回の福島原発事故で明らかになったように、なん
ら適確な事故対策や真相の究明がなされていないこと（原子炉を直接調査で
きない）が歴然としました。今回の福島原発事故のようなことが起こりうると、
早くから高木仁三郎氏からも指摘されていました。しかし、政府・電力会社・専
門家は、万が一の事故に備える発想力や安全対策や原発と地域防災とを有
機的に結合した事故対策を確立させることなく、安易に「原発は安全である」と
いう神話を自ら作りあげてきただけでした。そこには、自分たちの原子力技術
への過信と、安全対策をコスト面からしか考えない企業体質があります。巨大
津波が想定されても、数百億のコストが必要となるから堤防を造ることを見
送ったことが、今回の事故の一因となったと言われています。このようなこと
で、私たちが安心できる安全対策が確立できるとは思えません。さらに、今回
の福島原発事故に対する真相解明についても、政府・電力会社がそれぞれに
調査委員会を立ち上げ、真相究明ではなく「責任のなすりつけあい」に終始し
ているようにしか見えません。加えて、「パニックになるから情報公開はしな
い」、「プライバシーの問題があるから情報公開はしない」等々、政府・電力会
社の隠蔽体質が如実に現れています。過去の原発建設過程でも、不都合な
データを隠蔽し、安全であるとお題目のように唱えてきた経緯があります。こ
のような政府・電力会社・専門家の「無責任体質」、「隠蔽体質」、「根拠のない
安全神話」が是正されない限り、原発を認めることはできません。また、
「２０３０年までに原発依存度を１５％、あるいは２０～２５％とする」としていま
すが、政府の「原発４０年廃炉」政策と矛盾していると思います。現状で５０数
基の原発があります。２０３０年にはそのほとんどの原発が稼動してから４０年
を経過してしまいます。「原発依存度１５％、あるいは２０～２５％」ということ
は、政府はこれからも新たに原発をつくり続けていくということを暗に示唆して
いるとしか思えません。政府はそれぞれの原発の稼動年数を明らかにし、
２０３０年時点で、何基が廃炉となっており、何基が残っているかを明らかにす
べきです。そうすれば、今後も原発をつくり続けていくのかどうかという点がク
ローズアップされ、論点が明確になると思います。それでもなお、原発が必要
であるというのであれば、大都市に建設すべきでしょう。そして、原発は廃炉に
すれば問題が片付くわけではありません。廃炉となった原発をどのように安全
に管理していくのか明らかな方針が示されていません。さらに、使用済核燃料
の処理方法も決まってはいません。半減期が何万年から何十万年という放射
性物質をどう処理するのかという難しい問題があります。この問題について、
原子力科学者たちがどう考えているかを聞かせてもらいたいものです。以上
の点から、「即刻、原発ゼロを主張します。」

8692 個人 無職 80代
以上

男性 ２０３０年時点２０シナ
リオを支持する

①火力の６５％はかなり問題　資源のムダ使い・貿易赤字の拡大につながる
高コストは避けられない　企業の海外移転が進み国内産業の衰退につながる
　ひいては国の財政への影響も懸念される　地球温暖化対策のＣＯ２排出量
低減問題もある　②新エネの３０％は国土保全等諸問題の制約があり時間が
かかる　高コストは避けられない　先行きが見通せない　③原子力は「人命第
一」に徹すべきは論を俟たない　産・学・官総力を結集し安全対策を講じるべ
き　現有原発の国有化の検討…非難合戦では先に進まない　スマートグリッド
構築の早急な対応　立地条件等問題を抱える発電所の一時的・恒久的停止
（廃炉）の検討

8693 個人 - - 女性 原発がないオーストリ
アにあるＩＡＥＡが安全
を伝えるという矛盾。
又、原発が単なる経
済活動になってはな
らない。原発関連企
業そのものが、事業
転換を図ることに尽
きる。これは、人類の
為の事業転換にしな
ければならない。

①核廃棄物の直接処分方における地球全体の廃棄場満了の許容範囲につ
いて、原発利用各国がそれぞれの国毎の（Ａ）核廃棄物の廃棄範囲と（Ｂ）地
球全体廃棄範囲の精査判断認識をしているのか？②①（Ａ）と①（Ｂ）における
安全上の問題についての深い議論はどうなっているのか？③原発を使用し続
けることで、出る核廃棄物の廃棄分量累積に関する、廃棄蓄積満了までにか
かる時間数は、おおよその範囲で計算されているのか？それぞれの国毎と地
球全体廃棄可能範囲が出されているか？④③における各国ごとの話し合い
と、全世界合同での話し合いがあり、その中で明確な確認作業が全体でされ
ているのか？⑤（Ｃ）農縮型温泉成分と核廃棄物の無力化される対比率の調
査・研究確認はどうなっているのか？※（Ｃ）を提案した意見者です。（神奈川
県庁黒岩知事宛）以上、①～⑤を原発問題の中で論じて頂きたく何卆、宜しく
お願い申し上げます。

8694 個人 - - 女性 - 原発依存は０にするべきと考えます。処理できない廃棄物を今後も生みだして
はいけない。管理に莫大な金がかかる上、国土も汚染する。人の住めない国
を造ってなんとする。日本は新たなエネルギー立国をめざすべきです。
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8695 個人 無職 60代 女性 「原発ゼロシナリオ」
…０％に！唯一の脱
原発シナリオ

-
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8696 個人 会社
員・
公務
員

60代 男性 大半の炉が高経年化
してくる上、活断層
上、あるいはそのす
ぐ脇に立地している
炉が今後次々と判明
してくることを考える
と、２０３０年に１５％
の原発維持は不可
能。順次廃炉させる
０％シナリオを採用
し、埋蔵資源利用の
火力で置き換えなが
ら、再生可能エネル
ギーの開発以上にな
し。

別紙、概要に記載したように、現在の国民的なコンセンサスを考慮すれば
２０３０年に原発への依存度を２０～２５％とすることはもとより１５％も不可能
である。数％の原発はかろうじて維持できると思料するが、そのレベルであれ
ば原発に起因する危険性を払拭するためにも積極的に０％シナリオを採択
し、早い段階から新たな道に踏み出すことが最も現実的な道である。以下、論
拠を示す。現在の原子力発電所を維持する上でネックとなるのは①高経年化
②活断層などの地盤の脆弱性－である。①の高経年化については、そもそも
原発を開発しだした当時は３０年間のライフサイクルを想定していた。それが
１９９０年代、金属疲労などによる故障が相次ぎながら、たいした議論もなく
「３０年を超えても…」という政府方針が出て、何となく「４０年間」という縛りに
なっている。政府の中からも出ている「４０年制限」は、その意味で現状を追認
したものだが、この基準をさらに延ばすのは容認できるものではない。４０年
前に建造された工場はほとんどが退役している。金属疲労など経年劣化やシ
ステムの陳腐化など、維持するのが困難であるためだが、原発だけが現役で
ある理由はただ一つ退役した後の始末が困難であり、莫大な費用が見込まれ
るからだ。一方で、騙し騙し運転していれば、それだけの利益が見込まれる。
安全よりも経営を重視した考え方であり、原子力学会がさしたる根拠もなく「日
本の技術で４０年以上は可能」という東電福島事故を反省していないかのよう
な趣旨の発言で「ムラ」一体となって４０年以上の運転を推進しようとしている
ことは、この選択肢の主旨である「東電福島原発事故の反省をふまえたエネ
ルギー・環境構造への転換」からもあり得ない。原発稼働に４０年の制限をす
れば、２０３０年には少なくとも３０基が退役している。３０年から間もない時期
に４０年を迎える原発も甘く見積もって７基。４０年制限だけで、１５％シナリオ
は崩壊する。加えて、現在深刻になっているのが日本原電敦賀発電所にみら
れるような直下活断層の存在である。いくつかの発電所立地点で問題になっ
ているが、断層自体は新たに見つかったものではないのが特徴だ。立地時点
から問題となり、いくつかの発電所では裁判でも争われた。当時は活断層で
はないとされ、裁判所もお墨付きを与えた断層がよく調べたら活断層だったと
なると唖然とするしかないが、お墨付きを与えた地質学者の責任は重大であ
る。なぜなら、こうした地質学者が安全と認定した断層がみな疑われても仕方
がなくなるからである。耐震設計をごまかした建築士が設計したビルをすべて
再調査したように、全原発周辺の断層を第三者が真剣に再調査する必要が
ある。日本の学会にはオリンピックの柔道競技のような「ジュリー」がいないの
で、国民が了解できる再調査にどのくらいかかるか不明だが、少なくとも現
在、審議要求が出ている発電所は再稼働するべきではない。以上、上記①と
②を勘案すると、もはや２０３０年に何％の原発を維持するかという論議では
なく、「これから何基が再稼働できるか」という議論にならざるを得ないとの結
論になる。ただし、２０～２５％は不可能としても、１５％にする方法はある。電
源開発大間発電所のような建設中の原発の運転を開始するともに、発電所の
中で余地のあるところに増設することだ。しかし、これも上記②の条件を考え
ると、計算できるものではないだろう。現状の原発がいずれ稼働できなくなる
課題として、使用済み核燃料の問題もある。各電力会社は実態を明らかにし
ていないが、大半の原発で使用済み核燃料のほとんどが燃料プールに保管
されているはずである。燃料プールの容量には限度があり、再稼働しても数
年後には使用済み核燃料の処理ができずに運転停止に追い込まれるところ
がでてくる可能性がある。この点も考慮すると、「２０３０年に１５％」というシナ
リオも絵空事に見えてくる。使用済み核燃料の処理ができずに運転停止に追
い込まれる原発という問題を議論したのかどうか、寡聞にして報道では見てい
ないが、当事者は当然認識していることが、原子力委員会が核燃料サイクル
で「秘密会議」を開いたという報道で逆に鮮明になっている。青森県六ケ所村
に建設している核燃料サイクル施設は本来なら遅くとも２００２年に運転を開
始しているはずだった。しかし未だに満足なホットテストも行われていない。こ
の間、プールが満杯になりそうな原発から使用済み核燃料を受け入れたが、
再処理していないので減ってはいない。１５％シナリオと２０～２５％シナリオ
が核燃料サイクルをセットにしているのは、それをしないと各原発での使用済
み核燃料サイト内貯蔵が無理になるためだろうが、この点をきちんと説明しよ
うとしていないのは欺瞞といわざるを得ない。その上で、核燃料サイクルに
頼ったシナリオに実現性があるのか、数値を上げて説明する義務がある。
２００２年からの１０年間、テストのたびにトラブルを起こしてきた施設が今後の
１０年間に奇跡でも起きて運転が可能になるのか。奇跡が起きないなら、そん
なシナリオに頼って後から後悔しても国民の生活は滅茶苦茶になるだけだ。
以上のような現実的な論点から、２０３０年には原発依存度を０として、他のエ
ネルギー源を開発するために注力する以外の道は残されていない。ただ、こ
こまでの論点は原発稼働４０年制限と断層などの立地条件に絞ったものだ
が、原発の安全性に疑念が生じれば再稼働そのものを認められないという議
論になる。その最大の問題は、原発はどの程度の震度まで耐えられるかとい
う根本的な疑念である。東電福島原発事故後、政府・国会・民間という３種の
事故調が調査したが、肝心の事故のメカニズムをきちんと調べていない。ただ
し、国会の事故調では推測としながら、重要な指摘をしている。それは地震発
生から津波襲来までに発電所内で破断などの事故があった可能性を示してい
ることだ。これを推測にしているだけで、この事故調の無責任ぶりは明らかだ
が、もし震度６の地震に堪えられないのなら、耐震性を一から見直さなければ
ならない。新たな耐震工事などですむのなら実施すればいいが、原発固有の
問題が見つかれば再稼働は不可能である。以上を考慮すれば、もはや原発
に依存したエネルギー政策を選択できないが、一方で原発発電量を代替でき
るエネルギーをすぐには建設できないのも事実である。現実に再生可能エネ
ルギーで充足できると考えている人はごくわずかであろう。現在、東京電力管
内では原発は一基も稼働していないにも関わらず、昨夏のような大幅な電力
制限をせずに生活ができているのは、老朽化した火力発電所を再稼働してい
ることが大きい。老朽火力と原発高経年化は経年劣化という点では同じ危険
性を持っている。違うのは事故が起きた時の影響の深刻度合いである。また
廃炉した炉のリプレースでも火力と原発は大きく異なる。原発では廃炉後、放
射性廃棄物の最終処理問題は別としても解体まで最低１０年はかかる。火力
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ではリプレースは簡単だ。老朽火力が大事故などを起こす前に、できる限り早
く廃炉とし、解体した跡地に高度化した火力発電所を建設するよう政策を変更
するべきである。米国では代替炉にシュールガスなどの利用を検討、資源開
発を積極的に進め始めた。石油・ＬＮＧに替わる資源の国際的な争奪戦も始
まりかねない。国際競争に遅れを取らないためにも、新たな選択肢を策定す
るべきである。
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8697 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 不安定な自然エネル
ギーに頼らず、かつ
原発依存度は下げ
る。国力は維持し、核
燃料廃棄の課題も解
決させ、原発対立２
派の双方に納得感が
あり、国民に希望の
ビジョンとして示せる
策はＳＳＰＳが短所を
考慮しても唯一解

・不安定な自然エネルギー（地上太陽光／風力）に頼らず・しかし原発の依存
度は下げてゆく。・技術立国である日本の国力や競争力は維持し、・使用済み
核燃料の処分の課題も解決させる。・原発派、脱原発派の双方ともに納得感
があり、・途上国における原発建設推進の状況にも対策を打て・国民に希望を
持たせ、次世代エネルギービジョンとして示す事が可能　上記に示す全てを包
含した策を、検討した結果、中長期的※にＳＳＰＳ（宇宙太陽光発電）を目指す
ことが望ましく、長所だけでなく、短所を考慮しつつ、また経済的な二次効果等
を含め、これを推奨する根拠となる観点がありますので、別紙の通り意見を提
出します。※中長期とは２０３０年を第一ステップの目標とし、その間の短中期
は別の策になります。原子力発電による発電依存量は減らすことは前提とし
て、国家戦略的に安定的に次世代エネルギーの柱を何とするかを提言しま
す。なお火力・水力発電を置き換える提言ではなく、原則、エネルギーミックス
という現在の発電体系は維持を支持します。なお、発電と、送電の分離や、電
力会社の民営化や、規制緩和による競争原理の導入も必須と考えています
が、そこには多くの提言が集まるものと推測し、省略します。１　次世代エネル
ギーの戦略　原発依存度を下げつつも、原子力という国家的な技術力の維持
や、経済的な国際競争力も維持、もしくは向上させる事も考慮して、日本の次
世代エネルギー源を何にすべきか。下記に示す観点１～６で検討し、意見を
提出します。観点１　安定供給　観点２　日本の国力である原子力という技術
力と経済力の維持　観点３　エネルギー輸出国への転換　観点４　核廃棄物
処理の課題解決　観点５　国際競争力　観点６　国民の支持を得る為の明確
で希望のあるビジョンの創出と、その必要性　観点１　安定供給　原子力発電
の依存度を下げていく為には、他の代替エネルギーにおいても、安定的な電
源供給が必要である。代替エネルギーとして自然エネルギー（地上太陽光発
電（メガ・住宅）、風力発電、地熱発電）が主に掲載されるが、以下に示す様
に、ＳＳＰＳを柱として次世代エネルギー技術の推進をする事が安定供給とい
う観点で最適であると提案します。■地上太陽光（メガ・住宅）、風力発電　化
石エネルギーの削減効果によるＣＯ２削減効果はあるものの、天候や昼夜に
左右され、結局は別の安定発電が不可欠。次世代の柱には成り得難い。ま
た、地上（洋上）に広大な発電パネル設置の土地確保が必要であり、風車に
よる騒音の課題もある。■地熱発電　Ｐｒｏｓ：・天候に左右されず、安定電源と
して有望。・世界３大地熱資源保有国である我が国に最適。地熱資源量：米国
３０００万ｋｗインドネシア２７７９日本２３４７フィリピン６００※基盤深度（３ｋｍ）
までに蓄えられている資源量（産業研、２００８）・ニュージーランドの地熱発電
の多くを、日本の富士電機が提供している様に、すでに技術的に確立されて
いる。１基１４０ＭＷの世界最大級も日本の「富士電機」製品。・１９７０年代か
ら、インドネシア、フィリピン、ニュージーランド、アメリカ、アイスランドなど世界
各地へ地熱発電設備を納入しており、地熱用蒸気タービン発電機の製造・納
入において、世界トップクラスのシェアを誇っており、実績もある。・施設稼働
率も、風力２０％、太陽光１２％に対して地熱は７０％と高い　Ｃｏｎｓ：・温泉水
への影響はないことは、産業技術総合研究所などから既に報告されている。
温泉源と深度が違う。地熱貯留層の水は循環型で枯渇しない。コンセンサス
の問題だけ。・国有地や国定公園内でも環境に影響を及ぼさない範囲で許可
が可能であれば、残るは認可だけの問題であり、太陽／風力に比較して早期
立ち上げが出来る。１基あたりの発電力も高い。上記理由から短中期的なエ
ネルギーの柱として最も推進すべきと提言します。但し、民間による地上太陽
光や風力の推進を阻害するものではなく、そこは自由競争を支持。■ＳＳＰＳ
（宇宙太陽光発電）（参考２）Ｐｒｏｓ・将来に渡り枯渇しない・天候や昼夜に影響
されない・地上に比べて約１０倍の太陽エネルギーを利用可能・既にこの分野
での研究は日本がトップレベル（参考資料１）・前例がないところに国際競争力
が発生する・中東の石油資源と同様、資源の少ない日本が、逆にエネルギー
供給国になりうる。・安全である（マイクロ波の動植物への影響は熱作用の
み。中央部でも東京晴天時と同じ１ｋＷ／ｍ２程度）・展望がある（経済産業省
の団体が２０３０（Ｈ４２）で１００万ｋｗクラスの商用ロードマップ）Ｃｏｎｓ・高コス
ト：〉輸送コストは米国民間が低コストな商業軌道輸送サービスを実現した現
在、日本も早くこれを凌駕する技術革新を目指すべき　〉成層圏プラットフォー
ムを利用し低コストで実現させるアプローチも検討すべき〉過去の宇宙コストで
はなく、技術革新で単価を下げるのが国家戦略・メンテナンス時の宇宙放射
線内作業：ロボットによる遠隔メンテナンスを実現し、システムの冗長化により
安定供給を維持させるべき。また高放射線環境は、原発事故処理にも関係
し、原発技術者の確保にもつながる。上記比較から、安定供給という観点で
は、地熱発電を短中期の柱。３０年程度の計画とした中長期的な次世代エネ
ルギーの柱としてはＳＳＰＳ（宇宙太陽光発電）を推進することを提言します。
観点２　日本の国力である原子力という技術力と経済力の維持・日本は原子
力を平和利用することで、技術的にも未来のエネルギー源である原子力の地
位を築き、国民に恩恵をもたらしてきた。原子力が国のエネルギー最高技術
であるのは現時点ではイエスである。だが、３０年後の未来も原子力発電技術
だけが、人間の技術力で生み出せる最高のエネルギー発電方法という訳では
ない。・では次は何か。原子力同様にその国力となる様なレベルの技術を担う
役目を持ち、かつ安定的なエネルギー源としての観点からすると、自然エネル
ギー、とりわけ地上太陽光（メガ）や風力発電には、天候や昼夜に影響されて
しまうという決定的な弱点があるため、その役割を担うには大きな疑問があ
る。・一方で、原子力発電の限界を国民や庶民が目にしたのは事実である。こ
の状況下で、国がいくら今後も原子力分野の技術者を育てようとしても、まず
原子力工学科に、学生が集まらない。学生が集まらないとは未来の技術が維
持できないということだ。残念ながら学生だけでなく、技術者とは未来の技術
や、先進的な技術には惹かれるが、衰退してゆくのが分かっていく分野には
集まらないのが現実である。・そこで宇宙空間での発電である。実現すれば地
上の自然エネルギーとは別次元の安定的な発電が出来、当然国力となりうる
技術である。また建設時の宇宙放射線下での遠隔ロボット技術は、技術立国
日本でロボット産業を一大産業に発展させることが可能であり、基幹産業であ
る自動車が電気自動車によるコモディティ化の時代を向かえることを踏まえて
も、ホンダのアシモに代表される様にそれを自動車業界の１事業の柱として成
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長させてあげること出来れば国策といえるだろう。さらには、高放射線下での
作業が可能ということは、原発事故後の処理においても貢献し原発事故処理
の課題に対しても、放射線を含む原子力という技術者の維持においても有効
である。また中国等の発達途上国が原発を推進したとしても、逆に事故後の
保険として途上国に放射性環境下の耐久性ロボットを売り込む事が可能であ
る。・最も課題とされるのが、ＳＳＰＳ建設に必要な輸送コストであるが、米国
民間会社のスペースＸ社が、商業軌道輸送サービスを成功させ、展開しようと
しつつある現在、ロケットだけが建設手段でないことは明らかであり、日本も遅
れをとる必要はない。日本のマイクロ波による電力供給の研究をはじめ、日本
のＳＳＰＳの研究は、世界トップレベルであり、輸送手段においても必ず技術
革新を生み出せるはずである。・宇宙への輸送力がつくことは何を意味する
か。もちろん高い技術力を誇示するだけでなく宇宙観光などの商業サービス
が発展することは、成層圏までの輸送につかうスペースプレーンは、地方飛
行場の滑走路の活性化にもつながる。・最も強く思う事は、原子力発電での使
用済み核燃料の廃棄処理の方法は、宇宙に捨てるしかないと思っている。そ
して、宇宙への輸送技術力があることは、日本の使用済み核燃料を処理する
だけでなくもはや次世代の宇宙発電を持てずに、旧来技術である原発発電に
頼る後発国に対して廃棄物処理を請け負う産業すら構築できるのである。こ
れが、戦略であり、国力であると考える。観点３　エネルギー輸出国への転
換・日本が次世代エネルギーで目指すところは、国内の電力需要を賄うだけ
の視野でよいのだろうか。原子力の次を担う発電を目指すのである。視野を
大きくして欲しい。・日本以外の多くの国も中近東の石油資源に依存する体質
は変えたいと考えている筈である。・発電設備のスペース確保を気にしなくて
よい。宇宙の広大な空間に日本製の発電所が何千基と浮かぶ。当然量産に
よるコスト減にもなるし、外国へのエネルギー輸出が可能になるということであ
る。・資源の少ない日本がエネルギー輸出国になりえるのである。これほどの
国力はない。・輸出が出来るということは、外国からコスト回収が望めるという
ことである。何も日本の発電所は、日本国だけでペイしなくても良いのであ
る。・宇宙建設用作業ロボットの輸出も可能だろう。・人類の科学に貢献するだ
けでなく、全世界のエネルギー革新に貢献すること。・当然、地球にやさしい。
ＣＯ２削減も可能であり、火力発電によるＣＯ２排出削減だけでなく核廃棄物
処理を出さないという国際的にもクリーンな力を誇示できる。観点４　核廃棄
物処理の課題解決・原子力エネルギーの技術者の育成や、今後の学生が原
子力工学を希望する事は少ないだろう。大学も人気のない学科は減らすだろ
う。必要な策を講じなければ衰退していくのは明らかである。しかし減らしてゆ
くプラントや延命させていく技術に技術者は維持出来ない。・国力や原子力の
技術力維持の為に、原子力発電が必要というのは原子力以外に技術がない
という場合に限った発言であり、他に競争力のある技術があれば論理矛盾に
なります。・本当に新興国に原子力発電の技術を輸出するのが戦略でしょうか
　自国は利用を減らす発電方法が売れる訳がありません。・彼ら（途上国）は
放っておいても、原子力発電で進めたければ進めるでしょう。しかし、核廃棄
物を伴うその発電手法で製作されたプロダクトには、クリーンなマークはつけ
られないという戦略も取れるでしょう。・アメリカが原発を維持していても、欧州
のドイツやフランスが脱原発をした様に、先進国側から輸入制限措置をとって
もよいかもしれません。・日本がこれからも高い原子力技術で、途上国の原発
開発支援をしたとしても、万が一水素爆発など不祥事が発生した場合、その
国だけでなく、隣国への責任を、日本が背負う危険性も伴います。放射性物
質が、大気や海を通して国を超えて影響させるのは、すでに明らかです。・既
に原子力発電とは、競争力のない過去の発電方法となっています。そこに気
づくべきです。・彼らは放っといていても同様に原子力発電で進めたければや
るでしょう。逆に核廃棄処理の方法は、どの国も求めてくる技術である。・結論
を言えば、何万年もの時間がかかる廃棄物は、宇宙に捨てるしかないはずで
す。・そこで、低コストな宇宙輸送技術が必要になります。米国が民間による
宇宙軌道輸送サービスを実現しつつある現在、宇宙イコール高コストという現
在のコスト計算だけで、未来を諦めずに、技術革新を目指すべきであり、３０
年後のエネルギービジョンを掲げるのであれば尚更だと思います。・また宇宙
という希望のある分野には、たとえそれが核廃棄の輸送システムであれ学生
や次世代の研究者は集うでしょう。明らかに原子力の発電システムよりは。観
点５　国際競争力・宇宙発電による海外への脱石油を促進させ、日本の発電
衛星からのエネルギー輸出を最終目標とする戦略。エネルギー資源に乏しい
我が国が、核エネルギーに変わる次世代技術の柱にさせるにはこれしかない
と考える。理由：既に本分野で、日本の研究がトップレベルであること。トップレ
ベルというのは追従でない競争力のある技術であること。課題である、宇宙輸
送の低コスト化と、宇宙空間である高放射線の作業用ロボットの同時並行で
の開発の推進により、基幹産業である自動車メーカにあらたな柱を持たせる
ことが可能となる。・基幹産業である自動車産業の維持　今後、電気自動車に
よる新興国の台頭で、コモディティ化が進み価格競争になることは推測するに
易い。新興国だけでなく、ＩＴ企業であるＧｏｏｇｌｅが近い将来、自動運転を搭載
した電気自動車を投入する様な状況下にある。ＡｐｐｌｅやＡｍａｚｏｎ、Ｇｏｏｇｌｅ
の様な巨大グローバル企業が乏しい日本がどこまで競争に耐えうるだろう
か。決して現在の家電メーカの様にしてはならないと思う。一つの柱として、ホ
ンダに代表される様な、ロボット産業へ技術を拡張し、宇宙など高放射線環境
下でも働くロボットの開発は、ＳＳＰＳの構築、維持に必要である。また原子力
発電の新興国に向け、万が一の事態に備えて、その高耐用性のロボットの配
備を促し、輸出販売する事も市場戦略として含むことが可能である。二次効果
として、宇宙レジャー分野の発展に寄与することができる。・今まで、基幹産業
としての自動車産業は、自動車自体の付加価値率は高くないものの、鉄鋼、
ガラス、ゴムやプラスチックなどの石油化学品、半導体などの原材料、鋳造等
の加工技術、電子機器の制御を行うコンピュータソフト、宣伝広告を行うマス
コミや販売を行う自動車販売店のほかガソリンスタンドや自動車整備工場な
ど関連産業の裾野が広く経済波及効果が大きかった。・次は、宇宙軌道輸送
プレーンと、宇宙空間での高放射線下でのロボット技術が、様々な産業やエ
ネルギーをささえる業界に発展するだろう。観点６　国民の支持を得る為の明
確なビジョンの必要性・アポロ計画は、莫大な投資に政治家が反対したとして
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も、米国民が指示した結果実現された。国が未来を示し、国民がそれを支持し
たのだ。・宇宙競争力向上と同時に世界的なエネルギー輸出大国としての位
置を目指すという夢があり国民にわかりやすいビジョンを示すこと。国の財務
の健全化のために、税を増やすのも一つだが、あたらしい産業の柱をつくって
国を豊かにして欲しい。その為の電力値上げだったら、それも仕方ない。国民
は希望にお金を払うことができるのだ。・官／産／民／学の英知を集中させ
て、かつて原子力発電が協力に推進されていた時代。核の平和利用が希望
だった様な、明確な日本全体の目標を、今度は、ＳＳＰＳ（宇宙太陽光発電）で
提示し、政府がバックアップを約束してほしい。・東日本大震災の痛手をうけつ
つも各地方自治体を中心に、懸命に復興を目指す状況下にある日本に、新し
いエネルギーで日本を活性化させる希望を示して欲しい。その他・私は原発
推進派でも即時廃炉派でもありません。また古川国家戦略大臣が、ご自身の
ホームページで「原子力発電について」［２０１２／０５／１８］（参考１）に掲載さ
れた、「私の基本的考え方」に賛同します。すなわち直ちになくすことはできな
いが、依存度を下げる必要はあると思っています。しかし依存度が下がるの
は、他技術で安定的なエネルギーが確保されたからであり、現時点で何年後
に何％になると決める必要はないと考えます。そのため、政府が提示した、３
つのシナリオには意味がなく、その議論に時間を費やすのであれば、次世代
エネルギーに日本として何に注力し、資本を投資して行くべきかの議論が、
（国家戦略を検討する有識者の方々で）必要と思っています。また、多くの日
本国民も原発依存度を下げることは理解していても、次の策を建設的に検討
できる人は多くありませんし、一般国民にその気概も次世代技術の知識も少
ないでしょう。逆に、専門家や有識者の選定に関しても、利権を含まず、様々
な分野に明るい方を起用して検討しなければ、原発有無の議論に戻ってしま
うという悪循環も憂慮しています。是非、幕末の時代の様に、派閥や覇権では
なく、将来の日本を見据えて、今まで国を支えてきた原子力技術に大政奉還
させ、新しい技術革新を伴う次世代エネルギーという“新政府”を打ち立てて
頂く様にお願いします。
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8698 個人 その
他

30代 - 意見聴取会は適切な
開催方法ではなく、
意見表明者と会場の
参加者との双方向型
の議論が出来るよう
にするべきで今後再
度実施すべき。即座
に全原発を停止する
べき。ガスコンバイン
ドサイクル発電をもっ
と公表すべき。

第１　パブリックコメントに至る経緯　わたくしは、原爆暦６８年８月４日、エネル
ギー・環境の選択肢に関する意見聴取会香川高松会場にて一番初めに意見
表明をさせて頂いた者です。高松会場で司会の方からご紹介がありましたよう
に、わたくしは原爆暦８６年に向けて１５シナリオについて意見表明を致しまし
た。然しながらわずか７分間という短い表明時間の為、用意したＡ４　１０枚の
原稿の半分も意見表明することが出来ませんでした。そこで、今回パブリック
コメントに応募させて頂きます。第２　意見聴取会でのわたくしの意見表明の
内容　先ず、意見表明した内容に加筆・修正したものを述べさせて頂きます。
わたくしの意見表明は３点御座います、１点目は原爆暦８６年に向けた１５シ
ナリオについて、２点目はこの会・パブリックコメントの運営方法について、３点
目は１５シナリオを踏まえた原子力発電に関してのわたくしの率直な意見であ
ります。しかし、この３点目については時間を切られ、全く意見表明が出来ま
せんでした。２点目の運営方法については、わたくしの意見表明とは関係が無
いので、約７分間の時間から控除して頂くよう事務局の方お願いします。と、
お願いしたにも拘らず、事務局の方は一切控除して頂けませんでした。まず、
わたくしは１５シナリオを選択していることから、わたくしの意見表明中につき
ましては、会場の皆様からの意見表明、俗にいうところの野次ですが、これに
つきましては大いに歓迎したい所であります。よって、不規則発言、野次の音
声が動画等でこの中継を見られている主権者たる日本国民をはじめ世界中
の皆様に聞こえるようにマイクを会場の皆様の方に向けさせて頂きます。ここ
でマイクを会場に向けさせて頂きました。まず、１点目で御座いますが、お手
元の資料に御座いますように１５シナリオの場合「我が国の経済状況が変化
するか。日経平均との関連等。」につきまして意見表明をさせて頂きます。会
場で配布された意見表明者の資料（エネルギー環境のトップページ→意見聴
取会→香川県高松市→意見表明者の意見概要一覧）の最初に上記「　」内の
趣旨のことが記載されていました。我が国に於ける代表的な株価指数と致し
ましては、東証株価指数「ＴＯＰＩＸ」と、「日経平均株価」が御座います。全体的
な指標と致しましては「ＴＯＰＩＸ」の方がより市場を精確に反映しているところで
は御座いますが、一般投資家に於きましては「日経平均」の方がより身近なこ
とから「日経平均」との関連について述べさせて頂きます。先ず「日経平均」と
は何かとの事ですが、これは東京証券取引所第一部上場企業の中から代表
的な「２２５銘柄」を選び出しその平均株価を指標の連続性を考え修正を加え
た上で算出したものであります。「日経２２５」に於きまして電力会社では東京
電力、中部電力、関西電力の３銘柄が選び出されて居ります。１５シナリオか
ら致しますと燃料費の増加が各電力会社の株価に影響します。そうしますと
東京・中部・関西電力各社の、それぞれの株価の下落が想定されるのであり
ます。ここでは、非常に極端な例と致しまして、電力３社の株価が１円或いは
完全に破綻して無価値になった場合を想定致します。以下算出を致しますが
「日経２５５」は先程述べましたように、指標の連続性を重視していることから、
算出を簡単にするために分母を「２２５」とし株価の下落がそのまま「日経
２２５」の下落になる。つまり各電力会社の株価の下落価格そのものが反映さ
れると仮定して算出致します。電力３社は単元株が「１００株」であることから、
「１０００株」単位、額面５０円に換算致しますと、それぞれ現在の株価の１０分
の１が、算出に当たる株価となり、原爆暦６８年８月３日終値では、東京電力
の場合、「約１５円」、中部電力の場合「約８４円」、関西電力の場合、「約５８
円」が基準となり、これらの合計額の「約１５７円」が「日経２２５」への寄与度・
影響となるのであります。そしてこれが０円、寄与度が０になった場合を想定
し、単純に計算した場合、「日経２２５」は「１５７円」もの大幅下落をすることに
なるのであります。原爆暦６８年８月３日終値段階での「日経２２５」が「８５５５
円」であることから電力３社の株が無価値になった場合これから１５７円下落
することとなり、「日経２２５」は「８３９８円」に大幅に下落するのであります。勿
論他の要因、例えば経営破綻により社債がデフォルトになる債務不履行にな
ること等も考慮する必要は御座います。然しながら、今から約１０年前の原爆
暦５７年に米国大手エネルギー企業で電力も取り扱っていたエンロンの破綻
に於けるＭＭＦ等のファンドの元本割れ等を鑑みるとその影響は限定的と考
えられます。結論を言いますと原発のない沖縄電力の除き電力会社が全て経
営破綻し株式・社債等が無価値になっても我が国における経済的影響は「局
所的・限定的」であると言えます。以上が１５シナリオに対しての１点目の結論
であります。ここで私が言いたかったことは、原発のない沖縄電力を除く電力
会社全てが破綻した場合でも日経２２５は、たった、２００円程度しか下落しな
い、前日のニューヨークでダウが１００ドル程度下落したらしょっちゅうある程度
の、ごくごく普通の下落で済むということでした。つまり、日本経済に於いて原
発を持つ全ての電力会社が破綻してもそれほど影響がないということです。次
に２点目に移らせて頂きます、先ずパブリックコメントでございますが、八ツ場
ダムのパブコメ同様すべての意見をＰＤＦファイル等でインターネットで誰もが
閲覧できる方式を取ることを事務局に要求致します。これは、昨年八ッ場ダム
のパブリックコメントにわたくしが意見したもので御座いますが、住所・氏名等
を黒塗りにして、文面はそのままの掲載となっております。ここで昨年、原爆暦
６７年１０月～１１月に募集された八ッ場（やんば）ダムの、わたくしのパブリッ
クコメント（「国土交通省関東地方整備局」ウェブサイト→「河川」→「社会資本」
→「八ッ場ダム建設事業の検証に係る検討」→「寄せられたご意見」の→「パ
ブリックコメントＮｏ．２」の一番最後の１９０ページから始まる「０２１４」番に記
載されています。ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｋｔｒ．ｍｌｉｔ．ｇｏ．ｊｐ／ｋｔｒ＿ｃｏｎｔｅｎｔ／ｃｏｎｔｅ
ｎｔ／００００４９９５３．ｐｄｆ←こちらです）を提示しました。報道関係の方、イン
ターネット動画での撮影の方大変お手数では御座いますが会場全体が映るよ
うにカメラを後ろに引いて頂きますようお願い致します。それでは会場にいらっ
しゃる皆様にお諮り致します、パブリックコメントの公表方法を個々の意見の
公表はせずに、３つ或は４つの、どのシナリオにどれだけの意見があったか程
度の公開で良いと思われる方大変お手数で御座いますが挙手をお願い致し
ます。どなたもいらっしゃいませんね。有難う御座います。この事務局の未だ
定まらないパブリックコメントの公表方法ですが、限定し集計をする公表方法
に挙手される方は皆無でした。それでは先程、わたくしが述べましたように全
てのパブリックコメントを公開するべきだと、お考え方お手数でございますが挙
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手をお願い致します。先程と違い何名もの方が挙手されていますパブコメの
全ての意見の公開を事務局の方宜しくお願い致します。この、わたくしの提案
の全てのパブリックコメントの文面を公開するという意見に対しては何名もの
方の挙手がありました。次に移らせて頂きます。そもそも、本聴取会に於いて
会場の参加者から意見表明者に対しての質問の機会が無い、つまり一方通
行であるとのことに対しては甚だ異常な聴取会であると言えるのであります。
意見表明者からの一方通行ではなく、会場の参加者の皆様と相互に意見交
換することが出来ることが望ましい運営方法と思います。しかし、これを今日、
この場で実施した場合に於きましては想定されていた終了予定時刻を大幅に
上回ることが予想されます。そこで皆様にお諮り致します、会場の終了時間も
加味した上で今採用されている意見表明者から会場の参加者の方々への一
方通行型が望ましい、こうお考えの方挙手をお願い致します。挙手１名だけで
すね。私が見た限りでは「１名だけ」の挙手がありました。それでは、今日、こ
の場で実施した場合、終了時刻が遅くなりますが今日も含め今後、意見表明
者が一方通行で述べるのではなく、会場の参加者の方々の意見を伺い、意見
交換ができる、双方向型の聴取会が望ましいとお考えの方で且つ今日、この
場から双方向型の実施を求めるといった案の方に賛成の方の挙手を願い致
します。何名かいらっしゃいますね。事務局の方宜しくお願い致します。パッと
見で１０数名の方の挙手が、ありました。この本来ならば意見表明とは関係な
い控除される時間であるにも拘らず、上記発言中に勝手に司会の方が私の発
言を遮り結果として以下の意見を述べることが出来ませんでした。第３　意見
聴取会での、司会に遮られたことにより、意見表明できなかったわたくしの意
見表明したかった一番肝心な部分の内容　以下、司会の方に遮られなければ
本当は意見表明したかったことを述べます。（但し、細野環境大臣はわたくし
に対し、まとめて頂いて良いですよと言って頂いてはいました。）３点目で御座
います、わたくしの原爆暦８６年に向けた１５シナリオに基づく原子力発電に関
する意見を述べさせて頂きます。ぶっちゃけ、わたくしは、東電の株主でありま
す。株価が下がったり無価値になるのは正直痛いところであります。ただこ
れってそんな不良企業に投資した株主であるわたくしの責任なのです。東電と
かの社債を買った個人とかファンドとかも、こんな企業に投資したから無価値
になる可能性があるのでそれは自己責任であります。ある意味社債を購入す
ることにより東電に資金提供していたと、いう意味では、東電の社債の購入者
は、あの福島の原発事故に加担した、とも云えるのであります。つまり、東電
の株主・社債購入により資金提供した、一部の会社提案に反対した株主を除
く殆ど全ての人が福島の事故の加害者であると言えるのではないでしょうか。
そんな社債の購入者や株主を救済する必要なんてそもそもないのでありま
す。ましてや、血税を投入するなどもってのほかであります。この写真ですが、
と写真を示そうとＡ２サイズでコピーして準備していました。一見コンサート
ホールか、美術館に見えますが、実は東電の変電所なんですよ、こんなところ
に金かけてっからいけないんですよ。東電は資産をさっさと売却して、福島県
民など被害者に十分な補償をして、潰して、或は、補償専門の会社に定款を
変更して、電力は良識のある民間企業が電力運営をするべきなんすよ。申し
遅れました、わたくし、＜削除＞といいます、中央線の武蔵境駅、新宿から来
まして吉祥寺の二駅先、吉祥寺から車で１５分くらい自転車で３０分くらいの所
から来ましたが、造岩鉱物一級鑑定士で、地質調査技士であります。いわゆ
るボーリング屋さんであります。今話題になっている志賀原発でありますが、
あんなもん建設時のボーリング調査等で、とっくに断層があるってこと分かっ
てたのであります。もう、住民騙されまくりっていう感じですね。この間の裁判
で唯一志賀原発だけ一審で原告が勝訴したんですが、上級審で覆されてし
まったのであります。こちらは、原爆暦６８年７月２７日、つい１週間前に発行さ
れた、裁判ウォッチング市民の会のニュースでありますが、これには少額訴訟
で裁判官が当事者に威圧的態度を取ることが記述されて居ります。原爆暦
６８年６月１２日の東京簡易裁判所第４０３号法廷請負代金請求事件に於いて
は、傍聴者が裁判官の態度から、当事者が萎縮していると受け取っているの
であります。参考までに事件番号は、原爆暦６８年（少コ）第１１９８号担当は
第９室４係Ａ園部厚裁判官土佐良一裁判所書記官で、原爆暦６８年７月１７日
の第二回口頭弁論期日で、原告の請求全てを認容する判決がなされたので
あります。１回で判断が出ると考えた原告はさぞかしがっかりしていたと思い
ます。ここで、次のページの裁判ウォッチング市民の会発行のニュースを示そ
うと考えていました。今、裁判員裁判のことが問題になって居りますが、刑事
事件は国民から一番遠い存在であり、つまり、裁判員裁判の対象である、身
近で人が刺されたとか聞いた方いらっしゃいますか。いませんよね。ですか
ら、市民生活に直結するより身近な、行政訴訟や行政に準ずる団体や、大企
業が当事者の民亊事件にこそ市民感覚を取り入れた制度が導入されるべき
と考えており、最高裁はその実現を速やかにするべきと考えます。正直、今回
の原発のことでは、裁判所も犯罪者の片棒を担いでいると思って居ります。住
民敗訴の判決を書いた裁判官は原子力ムラの犯罪者であるこう思って居りま
す。かつて「国破れて三部あり」といわれた、東京地裁の行政訴訟専門部民
事第三部の藤山雅行元裁判長裁判官は上級審ではひっくり返ることが多かっ
たですが、小田急の高架訴訟など、住民の心を十分汲み入れた心の通った
判断をしたのであります。本当に、藤山雅行さんて、当事者思いの良い裁判
官であります。この行政・行政やそれに準じる団体が当事者の訴訟で裁判員
のような市民参画型の制度があればもっと市民感覚に近い判断になると思い
ます。それに加えまして、今日のこの意見聴取会のように、司法裁判所に於
いても米国のコートＴＶのように、インターネットの動画配信やテレビ中継がさ
れればもっと真剣に裁判官は当事者の意見を汲み取ろうとする、と思うのであ
ります。もし、先ほどの請負代金請求事件や、原子力に関する事件がテレビ
やインターネットで配信されていたなら裁判官は法廷にいない、いや、傍聴希
望があっても仕事等で平日の昼間には傍聴することさえもかなわない多くの
主権者たる国民を意識しより丁寧な審理に努めたであろう事は容易に想像で
きる。報道機関は積極的に司法裁判所に対し、幾度となく不許可になろうと
も、何度も何度も撮影の許可申請をするべきであると考えて居ります。きっと、
藤山雅行裁判官のように心ある裁判官は他にもいて、誰かしらが、撮影を許
可するはずです。ちょっと話がそれましたが、私の結論ですが、今日、原爆暦
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６８年８月４日から即座に全原発を廃炉にする手続きをする。これが結論であ
ります。理由でありますが、ここのところの猛暑日でも電力が余っていること。
そして、火力・原子力発電の仕組みが、分かり易く言うとコンロにやかんをか
け、お湯を沸かしやかんの口に風車をつけ風車を回して電力を起こすこれが
発電の仕組みであります。これのコンロの燃料が石油なのか、石炭なのか、
天然ガスなのか核物質なのかの違いだけなのであります。わざわざお湯を沸
かすのに危険な物質を使うことは、到底理解に苦しむのであります。また、通
常の火力発電・原子力発電よりはるかに熱効率に優れた高効率の「ガスコン
バインドサイクル発電」が増えれば、再生可能エネルギーが１００年先に実現
しても十分現在の電力需要に間に合うのであります。国内に既に１５０基以上
もある「ガスコンバインドサイクル発電」は建設期間が１～２年程度と短く。こ
の、「ガスコンバインドサイクル発電」をもっとマスコミは隠さず報道するべきと
考えます。正直、「ガスコンバインドサイクル発電」の名前をあえて出さないの
は、報道を積極的にしないことは、広告収入や原子力ムラとのかかわりを疑
いたくなります。エネルギー・環境会議のインターネットサイト上で公開されて
いる資料の１４ページの表の、一昨年、原爆暦６６年の実績では石油の依存
度が僅か１割であります。中東情勢が悪化しても石油に関しては殆ど「電力に
は」影響がないことはこの資料からも明らかであります。そして、熱流体が専
門で音響関係・騒音問題の第一人者ともいえ、テレビ出演もある、成蹊大学非
常勤講師の岡田健工学博士は我が国で原発が３基重大事故を起こせば日本
は壊滅的打撃になると、岡田健工学博士つまり科学者の立場としておっしゃっ
て居りました。これらのことから私の原発に対する意見として１５シナリオに反
対の立場で、明後日が広島の、９日が長崎の原爆投下の日でありますが、そ
れを前に本日、原爆暦６８年８月４日から即座に全原発の廃炉を求めるとの
結論に至りました。以上がわたくしの意見表明であります。
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8699 法人・
団体等

- - - 国民的議論のための
情報が不十分。国民
生活・雇用への影響
や再エネへの過度の
期待にも深刻な懸念
があり、拙速な結論
は避けるべき。３年毎
の見直しと一定条件
を前提に「２０～２５シ
ナリオ」は検討のベー
スになりうる。

中長期のエネルギー政策の議論に対する要望　現在、政府のエネルギー・環
境会議の「革新的エネルギー・環境戦略」の策定にあたり、今後の中長期のエ
ネルギーミックスの選択肢（以下、「選択肢」）が国民的議論に付されていると
ころである。中長期のエネルギー政策は、わが国の将来の根幹にかかわる極
めて重要なものであり、わが国の国情に基づく現実的かつ合理的な議論を重
ねた上で、慎重に策定することが不可欠である。これまで当会は、中長期のエ
ネルギー政策は「Ｓ＋３Ｅ＋Ｍ」による総合判断や原子力発電の重要性ととも
に、国民生活や雇用、地球温暖化対策を十分勘案し、実現性や妥当性を踏ま
えた国民的議論を重ねた上で策定すべきであると、政府に対して主張してき
た。（別紙１参照）今回当会としては、政府から提示された選択肢に対して、下
記の通り要望する。１．選択肢に対する評価（別紙２①②③参照）　（１）国民
的議論の前提としての情報が不十分　今回示された選択肢では、国民生活や
雇用への影響が具体的に分かりやすく示されていない。２０３０年と２０２０年
の時点の電気料金やＧＤＰなどの試算が示されているが、その根拠が十分明
らかになっていないことから、国民的議論の前提としては不十分である。会員
企業からは、「２０３０年の電気料金を示されても経営判断の参考にはならな
い。少なくとも１年単位で示してもらいたい」という声が多くある。足元から毎年
どのように電気料金が上昇していくのか、また国民生活や企業活動にどのよ
うな影響が及ぶのかといったことについて、詳細かつ分かりやすい情報の提
示が不可欠である。（２）いずれの選択肢も国民生活や雇用への影響が甚大
（別紙２④⑤参照）　わが国にとって何より重要なのは、国民生活と雇用を支
える経済成長の持続である。エネルギーミックスにかかわる国民的議論に際
しては、電源構成やＣＯ２排出量削減といった観点のみならず、経済成長との
両立も含めた多角的な議論が不可欠である。しかしながら、いずれの選択肢
も電気料金の上昇とＣＯ２対策への多大な出費を伴うため、マクロ経済全体
への悪影響を及ぼすものである。特に製造業においては、生産拠点の海外移
転に拍車がかかることは不可避であり、雇用や家計の可処分所得の減少とと
もに、わが国の経済成長の深刻な押し下げ要因となる。（３）再生可能エネル
ギーに対する過度な期待の懸念（別紙２⑥⑦参照）　再生可能エネルギーに
は、経済性、安定性にかかわる克服すべき課題がある。したがって、将来の
再生可能エネルギー期待量は、本年７月から実施されている全量固定価格
買取制度による導入拡大量とコスト負担額、および技術革新の進展を慎重に
検証した上で見極めることが不可欠である。再生可能エネルギーを過大に導
入すれば、そのコストの電気料金への上乗せが、企業の国内生産や顧用の
維持、ひいては国民生活にとって大きな負担となる。また、再生可能エネル
ギーの導入を大幅に進めると、固定買取価格が上乗せされた系統電力の使
用が敬遠されるなど、国民のエネルギー選択に影響し、選択肢で示されたも
のとは異なるシナリオとなる可能性がある。さらに、現行の固定買取制度は、
その買取価格の高さなどから技術革新のインセンティブに欠けており、かえっ
て技術革新の阻害要因になりかねない。このように現実には再生可能エネル
ギーの大幅な導入が困難な中、火力発電も一定の役割を果たすべき電源で
ある。その化石燃料には、石炭や天然ガスなどをバランスよく活用し、エネル
ギーセキュリティを確保することが重要である。２．国民的議論の進め方　政
府は、当会の上記指摘を深刻に受け止めるべきである。その上で政府には、
拙速な結論を避け、十分に時間をかけて、慎重かつ多角的な議論をさらに深
めていくことを改めて強く求める。なお当会としては、エネルギー・環境政策に
ついて、経済成長や国民生活の動向をモニタリングしながら今後３年ごとに見
直すことを大前提に、以下の条件を満たすならば「２０～２５シナリオ」は今後
の検討の一つのベースになりうるものと考える。①原子力発電の安全性確保
を大前提として、原子力を重要な電源として認識しつつ、あわせて、国際的な
安全性向上に向けて技術貢献がなされること。②国民生活の安定・安心、雇
用の維持・創出に寄与するものであること。③地球温暖化対策の中期目標が
ゼロベースから見直されること。④再生可能エネルギーの技術開発に産官学
一体で取り組まれること。⑤技術革新を阻害する可能性の高い固定買取制度
を見直すこと。以上【別紙１】　２０１２年８月１０日公益社団法人関西経済連合
会地球環境・エネルギー委員会　中長期の新たなエネルギー政策にかかわる
これまでの当会の主張（１）「Ｓ＋３Ｅ＋Ｍ」による総合的判断　エネルギー供
給の安全性（Ｓ）を第一とした上で、資源の乏しいわが国のエネルギー事情を
踏まえたエネルギーセキュリティの確保、さらには環境と経済の両立という、
「Ｓ＋３Ｅ」の同時達成を基本原則とすべきである。さらに、生産や雇用などの
マクロ経済（Ｍ）への影響も分析し、「Ｓ＋３Ｅ＋Ｍ」による総合的な判断が行
われるべきである。（２）原子力発電の重要性　原子力発電は、これまでわが
国のエネルギー供給において基幹的な役割を果たしており、今後も、安全性
の確保を大前提に、重要な役割を果たすべき電源である。さらに、わが国の
原子力発電の安全性に関する技術を一層高め、国際的な原子力安全の向上
へ貢献することはわが国の使命であり、技術先進国としての責務でもある。
（３）国民生活の安定・安心、雇用の維持・創出　中長期のエネルギー政策
は、日本のものづくり産業が発展し、国民生活の安定・安心のベースとなる雇
用の維持・創出が、将来にわたって確保されることを支え続けるものでなけれ
ばならない。（４）地球温暖化対策の中期目標のゼロベースからの見直し　温
室効果ガス排出量削減の中期目標（２０２０年に温室効果ガス排出量を
１９９０年比２５％削減）は、新たな中長期のエネルギー政策の検討の中で一
体的に検討し、ゼロベースから見直すべきである。あわせて、中期目標の数
値が明記された地球温暖化対策基本法案は廃案にすべきである。（５）実現
可能性・妥当性の検証を踏まえた国民的議論の重要性　中長期のエネル
ギー政策策定にあたっては、産官学一体となった再生可能エネルギー等の研
究開発の進展を織り込みつつ、企業や国民へのマイナス影響も分析し、専門
家により実現可能性や妥当性が十分に検証され、その結果を分かりやすく公
表することが必要である。その上で、経済界を含め広く国民各層への理解活
動を真摯に行い、国民的な合意形成を図ることが極めて重要である。【別紙
２】　２０１２年８月１０日公益社団法人関西経済連合会地球環境・エネルギー
委員会「エネルギー・環境に関する選択肢」に関する企業調査（要約）※ヒアリ
ングおよびアンケート調査の詳細については別紙３、４参照。国民的議論の前
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提としての情報が不十分（ヒアリング調査）①政府の示している情報では企業
経営を行う上で不十分である。どのような産業がどれだけ影響を受けるのか
など、具体的に示して欲しい。【製造業：従業員約４００名】②企業経営から見
ると２０３０年の電力価格を示されても役に立てようがない。少なくとも１年単
位でどのようになるのか示してもらいたい。【製造業：従業員約３５０名】（アン
ケート調査）③大多数の企業（８５％）から、電気料金について、選択肢で
２０３０年時点だけの数字が示されても経営への判断はできないという回答が
寄せられた。足元から数年単位での料金がどうなるかを示してほしいとの意
見が多い。いずれの選択肢も国民生活や雇用への影響が甚大（ヒアリング調
査）④２０３０年に電気料金が倍になると想定すると、海外への生産移管に拍
車がかかる。【製造業：従業員約３７０名】（アンケート調査）⑤政府の影響分
析で、電気料金が２０３０年時点で１．２倍から２倍程度に大幅に上昇すると試
算されていることに対し、生産・売上や雇用にマイナス影響ありとみる回答が
多数寄せられた（６２％）。非製造業と製造業を比較すると製造業の方がその
割合は高い。また、全体の４３％の企業が海外設備投資を増加させると回答
しており、生産の海外シフトの要因になりえることがわかる。再生可能エネル
ギーに対する過度な期待の懸念（ヒアリング調査）⑥再生可能エネルギーの
固定買取制度は、結局、消費者に費用負担がまわってくる。太陽光やコー
ジェネは初期投資が高くつくので導入できない。【製造業：従業員約２７０名】
（アンケート調査）⑦いずれの選択肢も、省エネが強化され、再生可能エネル
ギーの導入が大幅に増えるものとなっていることについて、実現性への疑問
から、大多数の企業（８５％）が電力供給に不安を感じている結果になった。
【別紙３】　２０１２年８月１０日公益社団法人関西経済連合会地球環境・エネ
ルギー委員会「エネルギー・環境に関する選択肢」に関する企業ヒアリング調
査結果概要　政府が提示した「エネルギー・環境に関する選択肢」について、
当会の意見書およびパブリックコメントに会員企業の声として反映すべく、会
員の中堅・中小企業に対し、以下の要領でヒアリング調査を実施した。■調査
要領（１）調査対象：関西経済連合会法人会員経営幹部（２）調査期間：２０１２
年７月１７日～８月２日（３）調査方法：訪問聞き取り調査（４）質問項目：・政府
のエネルギー政策の国民的議論の進め方について・「エネルギー・環境に関
する選択肢」の企業経営への影響について■企業ヒアリング調査結果概要
（代表的な声）【製造業：従業員約３５０名】・政府のエネルギー政策に関する
議論はどのようなものか見えない。企業経営から見ると２０３０年の電力価格
を示されても役に立てようがない。少なくとも１年単位でどのようになるのか示
してもらいたい。【製造業：従業員約２４０名】・計画停電は企業に大きなダメー
ジを与える。工場では電気が止まれば全て止まる。・政府により２０３０年の電
力価格について示されても、経営計画では使えない。経営計画に織り込む場
合少なくとも３年毎の価格を示して欲しい。・政府の示す選択肢で実施された
場合、毎年等定期的にどのようになっているのか進捗状況を明らかにして欲
しい。【製造業：従業員約４００名】・政府の示している２０３０年の各種指標は
あまりにも漠としている。企業では中期計画３、５年であるので、少なくともそ
の程度の間隔で数字を示して欲しい。・政府の示している情報では企業経営
を行う上で不十分である。どのような産業がどれだけ影響を受けるのか（自社
の製品分野がどの程度の影響を受けるのか）、また各選択肢にどのようなリ
スクがあるのか具体的に示して欲しい。【製造業：従業員約２７０名】・再生可
能エネルギーの固定買取制度は、結局、消費者に費用負担がまわってくる。・
現在の電気料金支払いを維持するのが精一杯。これ以上、節電はできない。
太陽光やコージェネは初期投資が高くつくので導入できない。・政府のエネル
ギー政策の検討についてはよくわからない。２０３０年の議論をしても、自社が
存続しているか否かわからない。もっと身近な議論をして欲しい。【製造業：従
業員約３７０名】・国民的議論で提示されている指標は事業計画の関係から１
年単位の提示が好ましいが、少なくとも中期計画の２～３年単位で示して欲し
い。・２０３０年に電気料金が倍になると想定すると、海外への生産移管に拍
車がかかる。【製造業：従業員約３００名】・電力の安定供給は製造業にとって
は安心して計画的に生産に取り組むことが出来るという点で非常に重要であ
る。・海外の生産シフトについては、市場への対応といく要因が大きいが、電
力等の問題が出てくると、急にではないがジリジリとシフトしていくことが考えら
れる。・現在の国民的議論については、長期、短期と分けて議論する必要が
ある。選択肢については各選択肢のリスクについての情報が示されていない
ように思う。メリットとリスクを分かりやすく示す必要がある。【製造業：従業員
約２３０名】・電気は、産業の大事な「血液」であることを皆は認識すべきであ
る。政府は様々な方法を用いて、意図のない客観的な数字を用いて分かりや
すく国民に提供すべきである。・８月中に政府が政策を決定するとのことであ
るが、もっと時間を掛けてもよいのではないか。【製造業：従業員約６０名】・製
造業は「高品質」のものを「安定的」に供給できるか否かが生命線である。生
命線を維持するためにも、安定した電力供給は欠かせない。・その意味で、
２０３０年という遠い将来よりも、目先の電力問題の方が中小企業にとっては
切実な問題である。以上　意１２－０３　２０１２年７月１９日　中長期のエネル
ギー政策の議論に対する要望　公益社団法人関西経済連合会　現在、政府
のエネルギー・環境会議の「革新的エネルギー・環境戦略」の策定にあたり、
今後の中長期のエネルギーミックスの選択肢（以下、「選択肢」）が国民的議
論に付されているところである。中長期のエネルギー政策は、わが国の将来
の根幹にかかわる極めて重要なものであり、わが国の国情に基づく現実的か
つ合理的な議論を重ねた上で、慎重に策定することが不可欠である。これま
で当会は、中長期のエネルギー政策は「Ｓ＋３Ｅ＋Ｍ」による総合判断や原子
力発電の重要性とともに、国民生活や雇用、地球温暖化対策を十分勘案し、
実現性や妥当性を踏まえた国民的議論を重ねた上で策定すべきであると、政
府に対して主張してきた（別紙参照）。今回当会としては、政府から提示された
選択肢に対して、下記の通り要望する。記１．選択肢に対する評価（１）国民的
議論の前提としての情報が不十分　今回示された選択肢では、国民生活や雇
用への影響が具体的に分かりやすく示されていない。２０３０年と２０２０年の
時点の電気料金やＧＤＰなどの試算が示されているが、その根拠が十分明ら
かになっていないことから、国民的議論の前提としては不十分である。会員企
業からは、「２０３０年の電気料金を示されても経営判断の参考にはならない。
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少なくとも１年単位で示してもらいたい」という声が多くある。足元から毎年ど
のように電気料金が上昇していくのか、また国民生活や企業活動にどのよう
な影響が及ぶのかといったことについて、詳細かつ分かりやすい情報の提示
が不可欠である。（２）いずれの選択肢も国民生活や雇用への影響が甚大　
わが国にとって何より重要なのは、国民生活と雇用を支える経済成長の持続
である。エネルギーミックスにかかわる国民的議論に際しては、電源構成やＣ
Ｏ２排出量削減といった観点のみならず、経済成長との両立も含めた多角的
な議論が不可欠である。しかしながら、いずれの選択肢も電気料金の上昇と
ＣＯ２対策への多大な出費を伴うため、マクロ経済全体への悪影響を及ぼす
ものである。特に製造業においては、生産拠点の海外移転に拍車がかかるこ
とは不可避であり、雇用や家計の可処分所得の減少とともに、わが国の経済
成長の深刻な押し下げ要因となる。（３）再生可能エネルギーに対する過度な
期待の懸念　再生可能エネルギーには、経済性、安定性にかかわる克服す
べき課題がある。したがって、将来の再生可能エネルギー期待量は、本年７
月から実施されている全量固定価格買取制度による導入拡大量とコスト負担
額、および技術革新の進展を慎重に検証した上で見極めることが不可欠であ
る。再生可能エネルギーを過大に導入すれば、そのコストの電気料金への上
乗せが、企業の国内生産や雇用の維持、ひいては国民生活にとって大きな負
担となる。また、再生可能エネルギーの導入を大幅に進めると、固定買取価
格が上乗せされた系統電力の使用が敬遠されるなど、国民のエネルギー選
択に影響し、選択肢で示されたものとは異なるシナリオとなる可能性がある。
さらに、現行の固定買取制度は、その買取価格の高さなどから技術革新のイ
ンセンティブに欠けており、かえって技術革新の阻害要因になりかねない。こ
のように現実には再生可能エネルギーの大幅な導入が困難な中、火力発電
も一定の役割を果たすべき電源である。その化石燃料には、石炭や天然ガス
などをバランスよく活用し、エネルギーセキュリティを確保することが重要であ
る。２．国民的議論の進め方　政府は、当会の上記指摘を深刻に受け止める
べきである。その上で政府には、拙速な結論を避け、十分に時間をかけて、慎
重かつ多角的な議論をさらに深めていくことを改めて強く求める。なお当会と
しては、エネルギー・環境政策について、経済成長や国民生活の動向をモニ
タリングしながら今後３年ごとに見直すことを大前提に、以下の条件を満たす
ならば「２０～２５シナリオ」は今後の検討の一つのベースになりうるものと考え
る。①原子力発電の安全性確保を大前提として、原子力を重要な電源として
認識しつつ、あわせて、国際的な安全性向上に向けて技術貢献がなされるこ
と。②国民生活の安定・安心、雇用の維持・創出に寄与するものであること。
③地球温暖化対策の中期目標がゼロベースから見直されること。④再生可能
エネルギーの技術開発に産官学一体で取り組まれること。⑤技術革新を阻害
する可能性の高い固定買取制度を見直すこと。以上【別紙：中長期の新たな
エネルギー政策にかかわるこれまでの当会の主張】（１）「Ｓ＋３Ｅ＋Ｍ」による
総合的判断　エネルギー供給の安全性（Ｓ）を第一とした上で、資源の乏しい
わが国のエネルギー事情を踏まえたエネルギーセキュリティの確保、さらには
環境と経済の両立という、「Ｓ＋３Ｅ」の同時達成を基本原則とすべきである。
さらに、生産や雇用などのマクロ経済（Ｍ）への影響も分析し、「Ｓ＋３Ｅ＋Ｍ」
による総合的な判断が行われるべきである。（２）原子力発電の重要性　原子
力発電は、これまでわが国のエネルギー供給において基幹的な役割を果たし
ており、今後も、安全性の確保を大前提に、重要な役割を果たすべき電源で
ある。さらに、わが国の原子力発電の安全性に関する技術を一層高め、国際
的な原子力安全の向上へ貢献することはわが国の使命であり、技術先進国と
しての責務でもある。（３）国民生活の安定・安心、雇用の維持・創出　中長期
のエネルギー政策は、日本のものづくり産業が発展し、国民生活の安定・安
心のベースとなる雇用の維持・創出が、将来にわたって確保されることを支え
続けるものでなければならない。（４）地球温暖化対策の中期目標のゼロベー
スからの見直し　温室効果ガス排出量削減の中期目標（２０２０年に温室効果
ガス排出量を１９９０年比２５％削減）は、新たな中長期のエネルギー政策の
検討の中で一体的に検討し、ゼロベースから見直すべきである。あわせて、
中期目標の数値が明記された地球温暖化対策基本法案は廃案にすべきであ
る。（５）実現可能性・妥当性の検証を踏まえた国民的議論の重要性　中長期
のエネルギー政策策定にあたっては、産官学一体となった再生可能エネル
ギー等の研究開発の進展を織り込みつつ、企業や国民へのマイナス影響も
分析し、専門家により実現可能性や妥当性が十分に検証され、その結果を分
かりやすく公表することが必要である。その上で、経済界を含め広く国民各層
への理解活動を真摯に行い、国民的な合意形成を図ることが極めて重要であ
る。

8700 - - - - - 《自然と人間》〔脱原発〕～〔節電〕～〔避暑地〕・人間は金でマインドコントロー
ルできますが自然は金でマインドコントロールできません。〔それが原発事
故〕・政府は国民をだますことはできますが政府は自然をだますことはできま
せん。〔それが原子力の安全神話〕・政、官、財、学、労は東京電力のホチ、
ペット。しかし東京電力は自然をホチ、ペットにできなかった。・自然の脅威に
は〔人間は無力〕
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8701 - - - - 地球温暖化対策、防
災対策、景気回復に
ついて意見を申しま
す。あしからず。

それでは、言わせて頂きます。まず初めに、地球温暖化のせいで、東日本大
震災がおきとても悲しく思っております。とても残念無念。そして、今だに回ふ
くされておらず、残念無念です。それでも、日本最大の大地震、大津波という
事をわかっておりますので、東日本大震災が復興されるのは、早くても１０年
はかかるでしょう。でもこれは、日本全国が足なみをそろえて頑張った時でしょ
う。今はまだ足なみは、そろってはおりません。残念ながら。そしてもう１つ問
題があります。それは、核、放射能、放射線のことです。それでは本題に入り
ます。まず放射線の件ですが、放射線の恐ろしさから話したいと思います。難
しくめんどくさいですが、わかりやすく話したいと思います。今、放射能で福島
が、みな、からがら生きております。そして、おびえております。残念ながら、地
震大国の日本では、どこかしこでも、おこりうる状況です。残念ながら。そし
て、５４基ある核の件ですが、すべて廃止にすべきです。なぜなら、「毒」その
ものだからです。放射能を持っていて人にとって、そして動物にとっても、地球
にとっても、いいものではありません。なぜなら、人にとっては、人間の生きる
ための必要な「細胞」そのものを「殺す」からです。そして、そのものを「殺す」
から、生きられなくなる。「死」あるのみです。そして、人間は人間だけでは生き
られません。食べ物がないと生きられません。ですが、「放射能」の怖ろしさ
は、それだけではありません。人間の食べ物である「動物」「植物」をも「殺す」
のです。人間の「細胞」を殺すのであれば、食べ物である「肉」の動物達の「細
胞」をも殺すのです。怖ろしいことに。そして、それだけではありません。人間
の食べ物である「野菜」の「植物達」の「細胞」をも「殺す」のです。怖ろしいこと
に。そしてそれだけではありません。人間が生きるためには、食べ物だけでは
生きられません。息を吸って生きている。私達人間はそして、動物達も、植物
達も生きている物すべて息を吸って生きているのです。ですが、「放射能」の
怖ろしさは、それだけではありません。生きているすべてのものたちが吸って
いる「空気」をも「殺す」のです。怖ろしいことに。吸ったら最後「死」あるのみで
す。残念ながら、そして、それだけではありません。生きている物すべて、「水」
がなくては生きられません。「動物」も、「植物」も「人間」も、みな命ある物すべ
て、「水」なしでは生きられません。ですが、「放射能」はそれだけではなく、
「水」をも、飲めなくなるのです。それは、すなわち、「死」あるのみです。残念な
がら。このことから、「放射能」のこの世に、ある「意味」が、わかりません。残
念ながら。「放射能」とはそういうものです。それはいわば、「地球」そのものを
「殺す」という意味です。「地球」なくしては、「地球人」は生きられません。残念
ながら。そしてあげくのはてにこんな事を言う人がおります。「地球を捨てて、
「月」に行けばいいじゃないか」と言う人がおります。本当にそうでしょうか？あ
んな、なんにもない所で本当に人間が生きられるでしょうか？「月」に行くだけ
で、何億とかけて、ロケットをつくり、あげくのはてに、「水」もない、「植物」もな
い「海」もない「空」もない、「動物」もいない、生きものが、どこにもいないにも
かかわらず、本当に「人間」が生きられるでしょうか？「森」もない所で。人間は
すべての物のおかげでやっと生きられるのです。それを忘れてはいけませ
ん。自然が、何年かけて、この命たちを作ったと思いですか？何十億、何百億
と時間をかけて、作った命たちを、私達は「殺す」のですか？いともかんたん
に。なげかわしい事だ。今の日本人は、ダメだ。日本人の「魂」やまと「魂」が、
かけている。なげかわしいことだ。そしてあげくのはてに、日本人の心「和」の
心がなくなっている。なげかわしいことだ。そしてあげくのはてに、敵である、ア
メリカに、「こびを売っている」。残念な事だ。忘れたのか？私達日本人は、ア
メリカ人に何十万人、何百万人と殺されたことを…。自分達のご先祖様達がか
らがら生きて、やっと今の私達がいることを…忘れたのか？あげくのはてに、
戦争から６０年たった今も「こびを売っている」それで本当にいいのか？私は
悪いが「アメリカ人」ではない「日本人だ」日本人の「心」日本人のやまと魂を亡
くしたわけではない。私はアメリカ人が嫌いだ！！他の外国人はいい。日本人
を大切に大事にしてくれる。でもアメリカ人は、日本人をないがしろにしてい
る。いためつけて、いためつけて楽しんでやがる。あのやろうきにくわねえ嫌い
だね。私の好みではない。人様をないがしろにするとはどういう「りょうけん」
だ？嫌いだねそんな「やから」のいうことを、まだ信じるのか？１つ、いい事を
教えてやろう。「友達」とは、￡何か？それは、「お金」を「せびる者」でもなく、
「だます者」でもない、「いためつける者」でもない、ましてや、「ないがしろにす
る者」でもない、それが「友達」という者よ　そしてあげくのはてに「思いやり予
算」といってお金をだましとる者でもない、本当の「思いやりある人」は、「金を
よこせ」なんて、そもそも言わない。大切な事よ　しかと受けとめよ。だまされる
な　大事な事よ　あともう１つ、「オスプレ」の事よ？あれは「危険」よ。日本人を
「ないがしろ」にしている。忘れたのか？６０年前なにがあったのか？６０年
前、日本人は、夜中、寝静まった夜中に時に「みな殺し」にされた事を忘れた
のか？私は忘れはしない。やられた事を「心」で「魂」で覚えている。一生忘れ
はしない。絶対に、なにがなんでも　だから「肝に銘じてほしい」アメリカにやら
れた事を。２度と忘れるな？「肝に銘じてほしい」汚い手口で日本人がないが
しろにされ、あげくのはてに日本全国でみな殺しにされたことを　いったい日本
人はアメリカ人に何人殺されたのだ？日本全国で、教えきれないほど殺され
たのを忘れたのか？私は今にも覚えている。目に見えて身にしみて覚えてい
る。ないがしろにされた事を、だまされた事を「肝に銘じている」ないがしろにさ
れた事を魂にきざみこんでいる　ご先祖様達が申しておる。「アメリカ国を信じ
るな」と、魂でかんじる。心から感じる。忘れるな　肝に銘じよ　大切な事よ　あ
ともう１つ、「地球温暖化」の事よ　先にも申したが、「地球温暖化」のせいで
「東日本大震災」がおこった。それすなわち、どういう事かと申しますと、「地球
温暖化」のせいで「震度５」クラスの「大地震」がおこったという事。実さいに
は、もっと大きい大地震震度９だったが、人間が体感する大地震は「震度５」ク
ラスからで、もうすでに大地震です。体感した事のある人にしか、わかりませ
んがとてもじゃないが、たまったもんじゃない。それなのにもかかわらず今年１
年、震災があってからというもの、大地震、「震度５」クラスの大地震が日本全
国で、おこっている　知っていましたか？それだけじゃない　体感震度は、日本
全国で４千回を、こえました。知っていましたか？これらを見ても「地球温暖
化」のせいで大地震が増えている。明らかに専門家じゃない、「人々」にも明ら
かに分る。日頃は、震度「３、４度」クラスだった。だが、最近では、震度５クラス
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の大地震が日本全国でおこっている。北海道、東北、東京、長野、九州、たし
か沖なわもあったと思ったぞ　昨年ぐらいに。このことから、これ以上大地震に
させないためにどうすればいいか？それは「地球温暖化」をどうにかせねばな
らぬ。「地球温暖化」のせいで大地震が発生している。それだけではない。地
球温暖化をどうにかせねばならぬ。それが１番。水不足も、食料不足も回避で
きる　早わざよ。そしてあげくのはてに、「地球温暖化」を回避できれば今より
もよくすれば、景気も回復するだろう。なぜなら「地球温暖化」をどうにかすれ
ばあらゆる物にお金をかけなくてすむからだ。まず初めに「地球温暖化」にな
るとどうなるか？それは水不足になる。水不足になるとどうなるか？食料不足
になる。食料不足になるとどうなるか？金が必要になる。外国からすべてた
よっている日本は、水も食料も、金で買わないといけなくなる　今よりももっと。
するとどうなるか？世界で食べ物も、水も不足になると、金を出してもだれも、
くれなくなる。自分達の国を守るので精一杯になるから。するとどうなるだろ
う？人の力ばかりたよってきた人々は死あるのみになってしまう。残念な事に
　そうならないためにも、今、「自力」が問われる時ぞ　自分達の力だけで、自
分達の国を守れるやつだけが生きのこれる。世の中よ　人の世話ばかりた
よっている人は、もし、よその国でなにかあれば「道ずれ」になってしまう　この
前の「インド」や「タイ」のように　あれで日本も傷手を負ったはず　忘れたの
か？今日本は、あらゆる事から目を覚ます時が来たと私は思う　いいかげん
にしたほうがいいと思う。みんな我を忘れている　怒りに我を忘れているの
か？それとも疲れきっているのか？いま一度我をとり戻し、疲れをいやしてほ
しい。疲れた心と体では、正しい判断ができなくなる。人様の命がかかってい
る。いま一度、正気に戻ってほしい。日本人らしい日本人の心と魂をとり戻し
てほしい。心から願う　日本人代表

8702 個人 - - 女性 ゼロシナリオ -

8703 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 ２０３０年の原発依存
度０％を支持します。

東京電力の福島第一原発の事故で原発の恐しさ、危険性を実感しました。原
発依存度を０％にし、もっと自然エネルギーを推進して下さい。

8704 個人 - 70代 女性 原発からグリーンへ３
つのシナリオ（２０３０
年時点）ゼロシナリオ
を選びます。

日本のかけがえのない国土を守るための「本気度」を出して下さい。我家で
は、太陽光発電、太陽温水器、ガス、石油、豆炭、湯タンポを使用していま
す。今後、風力発電等可能なものは何でもと思っています。クーラーの使用は
１００才の父の部屋だけです。ゼロシナリオが一日も早く可能になるよう効率
的な方法を考えるべきです。（新聞記事より→悪るの生徒が先生に「真面目と
本気度とは違うよ」

8705 個人 - - 女性 - ◎原発ゼロシナリオ◎子供や孫達にクリーンな生活環境を残すが、私達世代
の義務である。◎今こそ、日本の全力をあげて再生可能な自然エネルギーを
開発生産すべきときである。◎世界第一の自然エネルギー大国になろう！！

8706 - - - - - １．日本の全原発をすぐ即止めなさい！そして、すぐ廃炉にしなさい。２．会議
では、なぜ選ばれた人のみの意見だけで閉会するんだ広く多数の国民の意
見を聞きなさい。３．会議で選んだ人の中に電力会社関係者がなぜいるん
だ！外しなさい。４．今日からのエネルギー政策は、原発なしとし、火力を中心
に、水力は、中小規模タイプを推進し、自然エネルギーの太陽光、風力、地熱
発電のビジョンを確立すること。それができないなら公務員と政治家はすぐ即
やめてもらいたい！脱原発推進有識者の会

8707 個人 - - 女性 「ゼロシナリオ」を支
持します。

-

8708 個人 - - 女性 - ①原発依存をゼロにする②再生可能エネルギーは、出来得る限り、拡大す
る。３０年までに３５％といわず、５０％にも③今迄、原発を危惧する学者、研
究者を排除し、国・電力会社、経済界がこぞって安全神話で国民を洗脳してき
た。結果、再生可能エネルギーの開発が阻止されてきたが、目先の経済減
速、国際競争力低下、電気料金高騰などの不利益ばかり挙げず政府が原発
ゼロに転換することで「創エネ」「蓄エネ」の技術向上に向けて産業界も動き出
し、ひいては雇用の創出にもつながる。加えて廃炉技術の研究・向上が今後
の世界の原発徹退にむけて、先進技術として、輸出可能になる。現在の汚染
水１０万トン、廃炉費用、放射能減少の費用と年月の膨大さ、災害復旧も半…
過酷事故による国民被害と産業やひいては国自体の壊滅…それら不安の中
でのこれからの毎日の生活…世論調査や国会各地デモは国民が事の重大さ
に真剣に向きあっていることを示している。大切なものは何なのか―国民の安
全を最優先する政治家を選ぶ活動をしていこうと思っている。国民の価値感
は変化している。

8709 個人 - - 男性 - ２０３０に向けた基本計画は立派だと思います。しかし、現代の中において計
画の立派さは絵にかいたもちです。大切なのはそれを着実に実行することに
あると思います。めまぐるしく変る政権及び人事。政党の足の引張り合い。こう
いうなかで本当に目標を実行できるのでしょうか。人が変れば目標も変えたく
なり今までの政治もそうだったのではないでしょうか。また、大企業中心の経
済政策におて不利な状況に追い込まれるのは中小企業や一般家庭ではない
でしょうか。昨年の計画停電では千葉の大工業地帯は一度も停電しなかった
のに三郷は５回も停電した。どこに公平性があるのか。古川大臣、本当にやり
切れるのですか。手をつけるだけではだめです。完了させることに意味がある
のです。



整理
番号

個人/
法人等

職業 年齢 性別 ご意見の概要 御意見及びその理由

8710 個人 家事
専業

20代 女性 - エネルギー・環境に関する選択肢について。私は原発ゼロシナリオを選択・支
持します。核廃棄物の最終処理方法も決まっておらず、事故が起これば放射
能をまき散らし、事故終息にとてつもない時間がかかるような危険な原発はい
りません。一部の利権・私欲のためのように思える政府の動きにも不信感を
抱きます。福島を忘れないで。原発からの脱却を願います。

8711 個人 - - 女性 - -

8712 個人 無職 60代 男性 - 「エネルギー・環境に関する選択肢」について・即時、全国の原子力発電所を
全て止める事を希望する。・ただちに、ゼロシナリオの原発０％にする。それに
よるエネルギー、環境に関して、必要な国民的努力をする。原発は国民の利
益にならない。国民の負債となっている。

8713 個人 - - 男性 - ・原発は最終処分が完全にできないのであれば全廃に向けて努力すべき。自
分達の時代には生長、生長で良かったかも知れないが孫子の代には負の遺
産を残すことが先代としてゆるされるのか。・省エネでなく使わない努力をすべ
き　むだなものいくらでもある。たとえば高速道ろのライト。エスカレーター。・政
府の原子力に対する報道は信用性が低い　枝野大臣は当時「原発は安全に
停止している」といっていたが実際はまったく根拠なく残念。東電の事故対応
マニュアルについては論外　今後もどのような事故、事件がおこるかわからぬ
がたぶんなにもできないのだろう。・日本は米に２回の原爆を落され３回目は
自分の手で自分の頭に落したのだ。しかもその原発を推進してきたのは少な
からず戦争経験のある政治家ではないのか。

8714 個人 - - 男性 原子力発電絶対０に
すべきです。

１．使用済燃料を主とする放射性廃棄物の完全な処理方法が無い　２．原子
力発電に絶対的安全は無い　３．原子力発未知な部分が多く人類がコント
ロールを完全には出来ない　４．環境汚染・放射能漏れ・海水温上昇・海水汚
染

8715 個人 会社
員・
公務
員

20代 男性 ◎原発　シナリオ このきれいな水と土と空気を持つ島国日本に原発は要りません。原発がなく
ても日本人は、いろいろ工夫して充分豊かに暮していけると思います。

8716 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 ◎原発　シナリオ 政府と電力会社の利益のために国民の命をおびやかすのは、あまりにひどい
と思います。

8717 個人 家事
専業

80代
以上

女性 - 日本で原発が使用された直前の日本国内の生活状態を国民に知らせてい
たゞけませんか。きっと誰かゞ云っている様にそんなに大変な事にはなってい
ませんと思います　私共の年代は平々便利さもこのぐらいでいゝ豊かさも今は
充分だと、昔から足るを知るとの云い草があります。前年度前期より増減０％
と、そうやって成長々々としていたら、孫の代にはどうなっていますか。便利さ
はどうしても楽する方向に行きかねません　それは一部の人を外して人間の
退化になりかねません「あおい地球はだれのもの」と云うタイトル音楽がありま
したが、今私は長距離ランナーを走っている一人です　次の世代に私なりの
バトンタッチをしなければならないのです　子や孫から有難うと云われる日本
に皆して頑張りましょう（これからは太陽、海をより利用する事から）

8718 個人 - - 女性 - 早急に原発を止め再生可能エネルギーへ転換することを望みます　原発はゼ
ロ！！それ以外ありません。正直な社会、子どもを大切にする社会を目指し
ていきたいです。

8719 個人 会社
員・
公務
員

50代 女性 ◎原発ゼロシナリオ 絶対に安全と言えないのに、使用しないで下さい。命が一番です。

8720 - - - - 原発からグリーンへ 「ゼロシナリオ」ぜったいです。２０３０年迄でなく早急に取組むことです。日本
には、風力・水力波力・太陽光・地力と多くの力を持っています。将来の人の
命を守ることを優先して現在の人間は考えるべきです。

8721 - - 70代 男性 ゼロシナリオ（可能な
らば即ゼロを含む。）

-

8722 個人 - - 女性 「ゼロシナリオ」支持 -

8723 個人 会社
員・
公務
員

50代 女性 - 根拠のない安全性は信じられません。福島の方々の生活を元に戻してないの
に原発を稼動するのはおかしいと思います。
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8724 - - 40代 女性 - ①原発はゼロにする②省エネについて・テレビの放送時間の見直し・自販機
をへらす（公共の場だけでよし）・ガスレンジからＩＨヒーターへ（ガスを使うと室
温が上り、とにかく暑い　ＩＨに反対ならばガス会社も何か開発すべきでは。）・
アイロンも無駄なのでは（ノーアイロンの衣類の統一）暑い時に暑いことをさせ
るのが省エネに反する。③太陽をどんどんつかう。

8725 個人 - - 女性 原発からグリーンへ
のゼロシナリオを支
持します。

・原発や核兵器から新たに生じる放射能（人体に大変危険で半減期も長い）を
安全に処理する技術を人間は持っていません。・人間が作り出す核で、未来
に生きる人や地球をこれ以上汚すべきではありません。・核と人間は共存でき
ません。・早急に自然エネルギーへの転換をめざし小規模で地産地消型も含
めて、本気で検討すべきと思います。やれば充分可能と思います。

8726 個人 無職 70代 女性 原発ゼロ％ 再生可能な自然エネルギーの利用促進もはかり、発送電を分離し、国家、企
業、国民の一人ひとりが、日々、省エネの心掛け、努力を惜しまない。

8727 個人 - - 女性 ゼロシナリオ -

8728 個人 - - - 私たちも考えます。エ
ネルギーと環境の未
来

①どこまで原発依存度を下げていくか（ゼロ）　２０３０年の原発割合を０％
１５％２０～２５％の三つの内から意見を聴取する会が福島で開催された。現
在ある原発は、どうなってしまうのか、稼働可能なのか、そんな先のことより東
電福島第一原発の事故処理を考えて実行して欲しい。原子力委員会が廃炉
に向けて「意見を聴く会」をいわきで開催したようですが廃炉はだれがするの
ですか。東電、国廃炉にするのは東電福島第一原発１号から６号機まで。廃
炉の方法は、有形のまま鉛板など金属板で囲って盛り土を重ねそれを何回か
繰り返し山のようにする。解体処分する核燃料はどうするか。原子炉、建屋の
残骸はどうするのか。敷地の土砂はどうするのか。その範囲はどの程度にす
るのか。原発割合の意見聴取会、廃炉の意見を聴く会開催当日詳細な説明
があったのでしょうが、地元という文字が？地元とは開催地。事故原発の立地
町村。３０ｋの範囲内町村。避難指示対象地域の住民。どれを指すのか疑問
になって出席しませんでした。その時配布の資料があればどんな内容か欲し
いです。

8729 個人 - - 女性 ゼロシナリオを支持し
ます。

２０３０年と言わずなるべく早くゼロにして欲しいです。福島の惨状を見れば、
もう原発はなくすべきだと考えます。再稼働、反対です。ゼロシナリオといって
も再稼働を前提としているのが許せません。

8730 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 原子力基準を③の
２０～２５のシナリオ
が良いと思います。

原子力の活用の利便性は他エネルギー源が代替出来ないのが明白です。

8731 個人 家事
専業

30代 女性 原子力の今後の基準
は３番目の２０％～
２５％の維持が適して
ると思います。

他エネルギー源では代替できないと思います。去年の経験を生かしより安全
性を高めての活用ができると思います。

8732 個人 家事
専業

70代 女性 原子力の今後の基準
は３番目の２０％～
２５％のシナリオが良
いと思います。

原子力を活用できるのは先進国の技術力の高さの証明だと思います。去年
の経験を生かし、より安全性を高めての活用ができると思います。

8733 個人 無職 70代 男性 原子力の今後の基準
は３番目の２０％～
２５％の維持が妥当
だと思います。

原子力を活用できるのは先進国の技術力の高さの証明だと思います。

8734 個人 自営
業

60代 男性 原子力基準を③の
２０～２５のシナリオ
が良いと思います。

原子力は絶対に必要だと思います。他のエネルギー源が代替出来ないのが
明白だと思います。

8735 個人 会社
員・
公務
員

20代 女性 - アメリカやフランスのように何かあった時の為の万全の策も考えず、ただ“安
全だ”と言うだけで原発を稼動するのは暴挙です。

8736 個人 家事
専業

60代 女性 原子力基準を③の
２０～２５のシナリオ
が良いと思います。

震災前までの電力の安定供給の実績があること。（震災は予想をはるかに超
えていた自然現象だったと思います。）

8737 個人 - 60代 男性 原発シナリオゼロ 先々へ残してはダメです。

8738 - - - - 「原発はゼロ」にしま
しょう

日本は被爆国です

8739 個人 - - 女性 「ゼロシナリオ」支持 -
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8740 個人 自営
業

40代 女性 環境に関するエネル
ギーの選択

８／１０付の時事通信から、東京電力福島第１原発事故の影響により福島県
などでも、最も一般的な「ヤマトシジミ」の羽や目に異常が生じているとの
ニュースを知りました。※大瀧丈二琉球大准教授らの研究チームが英科学誌
に発表。放射性物質の影響で遺伝子に傷ができた事が原因。以上をふまえ
て、環境全体の事を考えても、安全性のない原発には、リスクが大きく、到底、
賛成できません。日本にあったエネルギー（日本にあった環境エネルギーを）
もっと、広く長いスタンスで、考えてほしい。ひとつひとつの積み重ねが、大き
なリスクにつながり、最悪の状態につながっていった事を、ここで立ち切ってほ
しい。

8741 個人 - - 男性 エネルギーと環境の
未来について

私は原発をなくすのに反対です。何故なら生活水準の向上、産業の拡大で電
力のが増大がはっきりしているからです。原発反対の人は事故が怖い、原発
があると、怖いと感情で判断されています。それと原発がなくても、生活水準
を下げたり、火力発電や再生可能エネルギーを活用すれば、なんとかなると、
思っているのでは、ないでしょうか火力発電を増やせば、石油の値上げによ
る、電気料金の値上げ、になり温暖化ガスの増大になる。再生可能エネル
ギーは設置場所が広大になるとか、立地条件が限られたりし、本質的に天候
の影響を受け、コストも高く、安くなる見通しもついていません。今回の事故
は、津波の災害で、あり、原子炉、冷却装置が働かなかったためである。従っ
て津波対策、冷却装置の安全性を改善すれば、いいのではないかと思いま
す。要約と要望１）３つのシナリオは反対です。現行エネルギー基本計画で良
いと思います。更に必要に応じ安全性の高い原発を導入する。２）安全性の確
認出来た原発を速やかに再稼動をする。３）再生可能エネルギー導入のため
の、買い上げ価格は高く、これを一般家庭の電気料金に上乗せるのには、反
対です。４）政府は原発の安全性が、まだ国民に十分理解されていない、と
言っているが、政府が国民の不安を煽らず、安心であるむねを知らせる、必要
があります。５）日本は災害の多い国であり、緊急時の電力融通の点から、周
波数の統一を望みます。６）原発廃棄物の処理方法、処理地が決まらず、もめ
ているが、早く決めてほしい。７）長期エネルギーの点から、高速増殖炉もん
じゅを発展させ、早く実用化させてほしい。８）原発は安全性のため、定期点検
をよくするが、そんなに頻繁にする必要性があるのか。問題なければ、稼働率
の点から点検期間を延ばしたほうが、いいのでは、ないかと思う。９）原発の耐
用年数は４０年とされていますが、４０年以降検査をし、問題がなければ、もっ
と伸ばして運転をすればいいと思います。１０）送配電を別会社にし競争させ、
電気料金の値下げを考えているようですが、外国では電気料金が下がらず。
停電事故が発生し問題があり、やめるべきです。以上

8742 個人 自営
業

50代 男性 原発０シナリオ ２０３０年を待たず、今すぐ原発をゼロに！！自然エネルギーへシフトするこ
と！自然エネルギー事業への雇用を政府が保障すれば原発に頼る必要など
ひとつもないはず！利権がらみは今や国民の誰もが知っている。パブコメの
結果、ゆがめたら承知しない！

8743 個人 会社
員・
公務
員

30代 女 原発ゼロシナリオ 皆が笑って暮らせるように☆福島の家族を守って下さい。

8744 個人 会社
員・
公務
員

40代 女性 脱原発の第１歩は発電所を止めることから始まるべき。廃棄物の処理だけで
充分産業になる。再生可能エネルギーに原発と同じくらいのお金をつぎこめば
不可能ではない。

8745 個人 無職 70代 男性 もう原発の時代では
ない。殊に廃炉にも
２０年も必要。核のゴ
ミの捨て場もない。ご
めんだ

中曽根元首相の大勲位は一緒の廃止してほしい位だ。財政とか経済にいい
わけしている人と直接話し合いたい。

8746 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 原発はなくしていかな
くてはなりません。

既に地球上に放射能から絶対に安全な所はなくなってしまっています。原発
が事故を起こしたら、どこに逃げますか？現代人は大丈夫でも、あなたの子
供や孫はどこに逃げますか。原発は人類の未来を奪っています。

8747 個人 会社
員・
公務
員

50代 女性 食に対する不安を
日々感じながら、調
理をしています。

８才になる孫もいる中で、食材選びが毎日悩みの種です。スーパーで売って
いるものが本当に安全なものかどうか、生協から届く食材もたぶん大丈夫だろ
うと思いながら、調理しているのですが、毎日のことなので、あまり神経質にな
りたくないと思いながら、でも不安を抱える日々なのです。放射能の不安はこ
れからも子や孫まで続くのかと思うとやりきれない思いです。

8748 個人 その
他

60代 男性 経済性がなくても、安
全、安心エネルギー
に切り換える時代に
来た。地球を守る事
が今試されている。

現在の人類が、考えなければならない時代。これからの若い人達のために
も。次事をになう、これから生れて来る子どものためにも、私達、老人は考え
ていくのが使命
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8749 個人 その
他

30代 女性 原発を廃止し、自然
エネルギーへの政策
転換をしていくように
求めます。

福島第一原発事故のような人災は１度で充分です。原発を停止及び廃止し、
エネルギー政策を即時転換していくよう政府に強く求めます。

8750 個人 自営
業

30代 男性 自然エネルギーに
もっと力を入れるべ
き！！原発事故は廃
止！！

原発事故が続けば、日本は住める国じゃなくなる。自分は、福島県大熊町に
住んでいてたった１０分で故郷を無くしました。日本中で同じ事が起きれば、日
本の経済の問題じゃなく日本が無くなります。先に進む事ばかりがすべてじゃ
ない！！

8751 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

40代 女性 原発に頼らないエネ
ルギー政策

クリーンなエネルギーとして原発を推進してきたが、今回の事故により、日本
人存亡の危機をむかえてしまった。本当に原発はクリーンなのか？原発マフィ
アを退治して、原発に替わる物を作り出す事が必要だし、それだけの技術が
あると思います。波による発電や太陽光発電・地熱発電、がんばってやれば
できます！！

8752 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 原発について 原発はだめではないが、安全性、将来性、等々、色々な観点での確実なもの
がないまま、政府は安全と言いきっていることがよくない！もっと国民の理解
を得るべきだ。

8753 個人 自営
業

50代 男性 原発再稼動反対。 全く、依前と変わりないのに、「安全性が確認された」と再稼動するのはもって
のほか。原発以外のエネルギーの可能性高める方向に予算を出してほしい。

8754 学生 女性 げんぱつはんたい

8755 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 原発を禁止（廃止）
し、できるだけ自然エ
ネルギーに代替す
る。その為にあまり電
気を使わない生活社
会を進める。

原発は危険であり、周りに住む人達の生活や健康をおびやかします。地域の
雇用の問題などもありますが、「原発のない」を基本にした社会を考えるところ
からはじめないといけないと思います。

8756 個人 会社
員・
公務
員

20代 女性 エネルギーの小規模
化を強く推進します。
日本には地熱・小水
力などエネルギー資
源になる自然がたくさ
んある。

自分たちの手ぢ地産地消できるエネルギーのしくみを、自分たちでもっと考え
なければいけないと思っています。

8757 個人 会社
員・
公務
員

女性 原発（大型）は必要あ
りません。

各自治体・各企業・各個人でエネルギー（電気）は作ることができる。原発は、
利権の為に一部の特権を持つ人が必要としているだけです。又小型の原子
炉は害もなく電気を作れるそうです。

8758 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

40代 女性 原発は必要ない。日
本のすべての原発を
廃するべきです。再
生可能エネルギーへ
シフトしていくべきで
す。

福島原発事故のえいきょうで苦しんでいる人達がたくさんいるのに、それを無
視して原発を進めていくべきではありません。一部の人達の利益のために、
命にかかわるような選択をすべきではありません。日本は再生可能エネル
ギー社会へシフトしていくべきです。原発反対です。

8759 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

40代 男性 政府はドイツ、イタリ
アの様に日本国内の
大多数の国民が訴え
ている脱原発の意見
を無視してはならな
い。一刻も早く自然エ
ネルギーへ移行した
社会システムを日本
に構築すべきだ。

多くの専門家が警告している「数十年内に日本列島で大地震が起こる確率が
非常に高い」という指摘を無視してはならない。日本は３／１１東日本大地震
でその天災の恐ろしさを生で体験したにもかかわらず、安全対策が施されて
いない大飯原発を再稼動させるなんてあり得ないことである。福島原発もいま
だ危険な状況の中で、そしてさらに大地震が再び起こる可能性があるこの日
本の地で原子力エネルギーシステムを今後進めることはあり得ない。一刻も
早く脱原発エネルギーシステムを構築しなければならない。

8760 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 私は原発は即時停止
すべきと考えます。

原発は立地地域や、又そこで被爆しながら働く労働者の方々含め多大な「差
別」をひき起こしています。原発を稼動させる理由は、電力が足りないからでも
ＣＯ２増加から地球環境を守るためなどではなく巨大な利権構造の維持の為
に過ぎません。一部の人間の利権の為に日本の美しい自然や風土を損う愚
かな行為を一刻も早く止めることを希望しています。

8761 個人 無職 60代 男 ゼロシナリオを支持
し、今すぐ原発ゼロに
する。

地震大国日本では原発は自殺行為である。野田・財界らは、その位理解し
ろ！

8762 個人 無職 60代 男 ゼロシナリオを支持
し、今すぐ原発ゼロに
する。

世界１の日本の自然を守る
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8763 個人 無職 50代 男性 私は、反天皇主義者
でしたが、原発を止
めるために、主義を
すて、天皇に直訴し
ようと思います。取り
あえず、皇居前広場
で土下坐します。民
主主義もすてます。

政治家はもちろん、右翼も左翼もあてにならない。知識人もあてにならない。

8764 個人 会社
員・
公務
員

60代 男性 国民投票により、エネ
ルギー政策方向性を
決めるべき。

8765 個人 その
他

60代 女性

8766 自営
業

50代 男 むげに原発を嫌うの
は、なぜ？

高速もんじゅならプロトニウムも残らないしキワめてクリーンだと思います。も
しくは、メタン・ハイグレートの開発を。

8767 法人・
団体等

その
他

30代 男性 今の政府は誰のため
に政治やってるん
だ！？

消費税増税すれば日本がどうなるか、原発に何かあれば日本がどうなるか、
米軍オスプレイが日本中飛び回れば日本がどうなるのか、国会では全てあき
らかにされているだろう！？あなたたちは誰の代表としてそこで仕事してい
る。金持ち同士で仲良くやらせるために政治するつもりなら辞めてしまえ！！
マジメな政党を選ぶ！！

8768 個人 その
他

20代 女 下記の通りです。 まだよくわからないので勉強しに来ました。これから意見をまとめていきたい
ので、もうすこし時間が必要だと思います。

8769 個人 無職 70代 男 原発ゼロシナリオ（即
時、再稼動中止）

福島原発の後処理も出来ていないのに、再び原発を動かそうなどというのは
福島県民のみならず日本国民を侮辱するものだ。国民あっての国、国民を第
１に考えるなら、この際にはっきりと脱原発の方向を定めるべきである。福島
事故だけでなく放射性廃棄物の処理さえできていないのに再び原発に頼ろう
とするのは子孫に対する犯罪行為と言える。

8770 個人 自営
業

60代 女 反原発 選択肢についてより一番言いたいことは、このようになったことの責任を誰も
負っていないということです。今の民主党に言ってもしようがない事かも知れま
せんが。そして、今の民主党は未来への責任を負わないまま、先送りしていく
のでしょう。東電にしろ、政府にしろ、信頼できるものは何もありません。責任
感と倫理感を持たない人々がどこへ向かって行くのでしょう。
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8771 個人 その
他

60代 男 『ゼロシナリオ』を選
びます。なお、３つの
シナリオの設定に一
定のバイアスがかけ
られていると感じた。
エネルギー・環境会
議の公正さをどこま
で信じてよいのか不
安がぬぐえない。

国やぶれて山河あり、というが、十年に一回以上は起きている原発大事故と、
数百年数千年以上にわたる使用済み核燃料の安全管理に失敗すれば山河
さえなくなる。国民を住まわせない国土に電気が要るのかね？だから『ゼロシ
ナリオ』にするのが当然。政策の背景にある大きな視点に立つと人類史の次
元で私たちは今までの文明のあり方や人間の歪んだ欲望をこれからどう制御
するのか、ものすごく壮大で困難な闘いの段階に入っていると思う。自然は人
間が狡猾に利用するためにあるのではない。私たちは自然があってはじめて
この身体と心があるのだ。そこを理解する真のエリートなら、危険を解決でき
ない原子力エネルギーや豊かな天下り先が欲しいとか、他人以上の財産や
社会的プレスティッジを得たいとかいうエゴなど、人生にとって取るに足らない
些細なことと喝破されるであろう。★上記の（意見の概要）で「一定のバイア
ス」と断じた理由は以下の通り。「２０３０年にはこうなる」というが「家庭の電気
代増加額」は「こんなに高くなるぞ。それでいいのか」という原子カムラからの
脅しであろう。エネルギー源は自然エネルギー・火力・原発だけを書いている
が恐ろしく粗雑な設定だ。他にも発電原理はあるしエネルギー変換効率を高
める技術革新や小規模地域発電をなぜ計算に入れない？。「温室効果ガス」
の減量比較数値もウソである（私には反証データがある）。３つのシナリオは
頭の良い人が今から１８年後の予測を書いたのだろうが、こういう机上の予測
はたいていはずれる。大幅にはずれる。固定した観念で政府が犯した大はず
れの例は過去にいっぱいある。そんなことは忘れたフリして、３つから選択せ
よとは傲慢で大雑把とも言える。原子カムラは戦前の軍部・大本営にそっくり。
原子力という至上目的のためには嘘をつく・都合の悪い事は隠す・責任は取
らない、そして最期には国民を殺すことも論理的に正しいと考えるであろう。貴
会議はエネルギーを愛するのでなく国民を愛されるのだろうか？。バイアスを
かけず、国民の議論に公正に対処して欲しい。●「原子力の憲法」が密かに
改悪された。これは大変なことだ！戦略室の皆さんは先刻ご承知と思うが…、
私は先日重大な発見をした。我が国の原子力基本法に『我が国の安全保障
に資する云々』という一文が突如付け加えられた。十分な国会審議もされず
に、である。原子力規制委員会の新設を急ぐ関連法案の付則に人知れず盛り
込まれた一文である。原子力基本法は「原子力の憲法」であるが、それをどさ
くさにまぎれて「改悪」したわけである。「原子力は平和利用に限る」という大原
則が破られた！こういうことをするから私たち国民は政府なるもののやること
は信用できないのです。想像するところ、アタマのいい官僚が、近々生まれる
原子力規制委員会が将来の核抑止力保有の邪魔をしないよう、布石したのだ
ろう。おそるべき悪知恵。さすが秀才の官僚さまである。彼らに比べればポッ
と出の政治家などは赤ン坊みたいなもので、何が行われたのかさえ知らず判
断もできていないだろう。わが国の政治家センセイ方はつくづくアホの甘ちゃ
んぞろいだと思う。官僚に歯が立つわけがない。普段は偉そうにしているが、
政府は実は官僚たちに占領されている、と私は思う。そんな政府を相手にまじ
めな意見を言っている国民は可愛くておめでたい。愚弄されている。国家戦略
室も実はつじつま合わせの黒子じゃないんですか？。失礼ながらそう言いたく
なる。依然として青森六ヶ所村の核燃料再処理工場の稼動を前提とする再処
理路線は堅持されている。政府の「影の主役」が将来の核抑止力保有を意図
しているならば国民の７割がいくら希望しても「ゼロシナリオ」が実現するかど
うかは危うい。戦略室の皆さん、心あるなら、頼むから政府が言った脱原発を
骨抜きにするのを許さないように闘って欲しい。まともな議論が行われるよう
頑張って欲しい。お願いです！

8772 個人 家事
専業

70代 女性 ＜ゼロ・シナリオ＞奨
来世代にも繋げるエ
ネルギーは、地球及
びそこの全ての生命
を維持出来る自然環
境保全にふさわしい
自然エネルギーを中
軸としたもので、古い
システムと生活意識
を改革する。何事も
終始一貫して考え計
画されるべきと思う。
（原発最終處分地例）

今度は、一言でも参加出来る機会を得、資料も頂けて大変良かったと思う。・
しかしこのような国の方針を決めるような大事な事柄を、短時間で、しかも十
分納得出来ない３つのシナリオで国民世論を集約するというのは、いかがで
あろうか。・３．１１以降、私達の多くが自然災害や人災に対して大きな不安を
抱えている中で、福島原発の原因の解明も明らかになっておらず、また事故
が再発した時どう対応するか、各地の避難や医療手当その後の生活等々不
確な中で、原発再稼動をしてしまった現政府に大きな失望感に襲われ、時間
を経るに従って次から次と出てくる事実匿しは、私達の東電や政府への不信
感を一層大きくしていった。・この狭い日本の美しい海岸に５４基も原発をつ
くってしまったことを今更ながら口惜しく思い次世代の人達にこの不幸な遺産
を渡してはならないと残された生命のある限り、自分の出来ることで原発再稼
動には反対していきたい。・人間自から造り出しながら核の制御は不可能であ
る。放射能は目に見えない故に恐しい。

8773 個人 自営
業

40代 男性 原発は０にして、自然
エネルギー中心の電
源にしてください。

8774 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

30代 女性 今後原発の０％を選
択します。

コストパフォーマンスが本当は悪すぎる原発は、未来永劫負の遺産です。核
廃棄物の処理や今後のある日本のことを考えたら、もう全廃して下さい。個人
のエゴを越え、政財官のエゴを越え、国家のエゴを越えて、平和に地球市民と
して皆ひとつのいのちと生きていきましょう

8775 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 絶対に０％です。 まずは、情報操作せず、正しい情報を報道するところからです。原発をやめれ
ば、火力でＣｏ２が増える、産業が空洞化する、電力が足りない等の誤った思
い込みをしている人が多いです。
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8776 個人 その
他

30代 男性 原発ゼロ、再生可能
な自然エネルギーへ
の舵の切りかえを！
（一刻も早く原発ゼロ
を宣言するべき）

・福島の事故が収れんすらしていない中での再稼動はあまりにも無責任であ
る。・再生可能な自然エネルギーは１００％国産でまかなえ、地域経済の振興
にもなる。（高知県梼原町などの例がある）・核のゴミの処理問題を考えれば、
原発を動かすべきではない。

8777 個人 無職 70代 女性 今こそ、エネルギー
政策の転換を！

政府は、もっと国民の立場に立って、物事を考えるべきである。命が、世界中
の行方がかかっている。原発０。

8778 個人 その
他

20代 女性 原発に頼らないエネ
ルギーへのシフトに
一票、原子力発電に
反対します。

たくさんの技術を開発・応用できる日本です。原子力をゼロにした、自然エネ
ルギー中心のエネルギーモデルへの進路変更をお願いします。日本の環境
を守るため、またこれからの国際社会・経済で日本の地位を高めていくために
も、素早いエネルギーシフトと自発エネルギーの普及、開発に力を入れていき
たいです。

8779 個人 自営
業

30代 男性 原発ゼロシナリオ 原発はもういらないと思います。生命や自然にまさる大切なものなどこの世の
中にはないのでは。

8780 個人 会社
員・
公務
員

60代 女性 原発０シナリオ選び
ます

原発０シナリオ選びます。生が一番大切

8781 個人 会社
員・
公務
員

60代 女性 「原発０シナリオ」原
発は、処理不可能で
あり、原発工場労働
者の実態も非人道的
であり、反対する

原発を経済の論理でこのままにしてはならない

8782 個人 会社
員・
公務
員

30代 女 原発ゼロシナリオ 責任をとる人が明確にわからない以上、信用できません。３．１１にみんなわ
かったと思います。原発から出たゴミの行き先はどうするのですか。難かしい
ことを言ってにげてるだけじゃないですか。

8783 個人 その
他

40代 女性 原発ゼロシナリオ 命とひきかえの電気ではなく、自然エネルギーへの転換を！！

8784 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 ２０３０年に原発は
０％にしてほしい。

２０３０年に原因は０％にしてほしい。理由は、人体に害を及ぼすので、いりま
せん。日本には、すばらしい自然があります。その自然を上手く利用すれば原
発は０％にできます。

8785 個人 自営
業

40代 女性 原発は０％がいいと思います。原発は人間の能力を越えたエネルギーです。
命を失うエネルギーは必要ありません。

8786 個人 自営
業

60代 女性 地球全体をとりかえし
のつかない汚染物を
ばらまいた日本の原
発は、未代までのは
じです！！原発は０
が良い！

日本政府は、全世界にわびるべきです。

8787 個人 自営
業

60代 男性 政府は国民の生命を
守るのを一番にせ
よ。

原発反対。０％に

8788 個人 その
他

30代 女性 ２０３０年の原発比率
は０％を支持します。

３．１１がきっかけで、いかに原発がひどいものか良く分かりました。利権、原
発マネーに群がり続ける政府・ゼネコン・官りょう・大手マスコミ・御用学者、に
がまんがなりません。無責任な東電にもです。何千人、何百万人にも被ばく労
働を強いてボロ雑きんの様に捨て続け、これからもそれを推進しようとするこ
とも、人道的に許せません。多重派遣でピンハネし、かんこう令を敷く、原発労
働のしくみをつくり、容認してきた無能な人々は（こんな事言いたくないですが）
即刻退場して下さい。再生可能エネルギー推進に、政治の姿勢を変えるべき
です。

8789 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 ２０３０年の原発比率
は０％。子供達に安
心、安全な未来を！

ガスコンバインド発電など、もっと効率がよく安全な発電方法にシフトしていく
べき。我々、大人が無知な故に安全・クリーンだと信じ込まされてきた原発の
化けの皮がはがれた今、原発は不要！
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8790 個人 家事
専業

60代 女性 原発・比率、２０３０年
０％に。原発にエネ
ルギーをたよることを
やめる。

①地震大国である日本に、あってはならない施設。②原発は、そのもと（ウラ
ン鉱）から最后まで、大量の“放射性廃棄物”を生みだし、その物質を人類は、
どう制御することもできない。原発は、負の遺産である。未来に残してはならな
い

8791 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 原子力発電は即刻止
めるべきである。当然
２０３０年時点では
０％。使用済燃料を
安全に処理できる見
通しが今はないか
ら。発電所の事故に
より汚染が広がると、
人類全滅の危機を招
くから。

8792 個人 その
他

60代 女性 原発依在０を目標に
していましたよね。今
だに関東では放射能
のえいきょう受けてい
ます。止めて下さい。

とても少数の人を集めて意見を聞いても片手おちです。毎週こんなに沢山の
人々が官邸前に抗議に集まっております。一部では無いのです。裏切られた
気持を持って行く場が無いのです。止めて下さい。原発は０に向かって下さ
い。

8793 個人 会社
員・
公務
員

20代 女性 原発を０にしてほし
い。すぐにでも。他に
も発電できるものは
たくさんあるはず。

１００％安全だといえない原発は、いらない。自然エネルギーをもっと研究し
て、活用していけば良い。そのためのお金を使ってほしい。

8794 原発ゼロシナリオ

8795 個人 会社
員・
公務
員

20代 男性 原発即停止。再稼動
反対

8796 個人 自営
業

40代 男性 原発即停止！

8797 個人 無職 60代 女性 原発ゼロシナリオ すべての原発の廃止を！！

8798 個人 無職 60代 男性 原発ゼロシナリオ 地球環境を根本から破壊する原発と原爆は地上からなくすべきだ。

8799 個人 会社
員・
公務
員

50代 女性 即停止。再稼動絶対
反対！！

8800 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 原発ゼロシナリオ 電気不足などの理由が無いと考えられるため

8801 個人 学生 10代
以下

女性 シナリオ０（すぐ廃炉） 原発事故最悪！東電、政府は責任もとらずその上再稼動とは納得できませ
ん。

8802 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 シナリオ０ 安全神話がくずれた以上、原発は０にすべきです。もう誰も信じません。

8803 個人 学生 10代
以下

男性 シナリオ０ ぼくは原発事故がこんなにも怖いものだとは思いませんでした。土地を汚染
し、食べ物も動物も、そして人間の体をも汚染してしまう放射能はおそろしい。
即やめて下さい。
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8804 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

40代 女性 ・原発の再稼動反対・
送電分離を、電力自
由化を

電力会社をえらぶことができない状況で政府の見意のみで原発稼動するのは
反対です。核のゴミの処分方法、ふくしまの処理のしかたも未定なのに原発を
うごかすことに反対します

8805 個人 学生 20代 男性 原発即時停止！！ これから安全、安心で日本で過ごすためには原発は止めて自然エネルギーで
美しい日本を後世に繋いでいくべき。

8806 個人 会社
員・
公務
員

50代 女性 原発は即刻全廃 核廃棄物をどうするつもりですか。ＡＳＡＳＨＯＲＹＵをダイトウリョウにしてモン
ゴルにすてる気ですか？

8807 個人 学生 10代
以下

男性 原発ゼロシナリオ　即
停止！

原発ゼロでも日本の電源は全く問題ありません。子どもの未来をもっとみんな
で真剣に考えよう！

8808 個人 会社
員・
公務
員

50代 女性 シナリオ０（即停止） 恐しい放射能を後生に残すのは絶対反対！！２０３０年に０にするのではな
く、今すぐ０にしてほしい！

8809 個人 家事
専業

80代
以上

女性 ０シナリオ（即停止） 原発反対！少しがまんしても自然エネルギーで社会を変えてほしい。

8810 個人 無職 70代 男性 ３０年０％すぐとめて

8811 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 原発ゼロシナリオ 原子力発電の真のメリットは一つも無い。はっきりしたんです。この国家には
原発をコントロールできる能力は無い！！直ちに全廃せよ！！

8812 個人 会社
員・
公務
員

40代 女性 原発ゼロシナリオ 即やめて下さい。

8813 個人 会社
員・
公務
員

20代 女性 原発いらない。原発
ゼロシナリオ。

福島のもんだいもかいけつしていない。本腰いれて、自然エネルギーに転換
すればやっていける！メディアは、平等に真実を報道して。

8814 個人 会社
員・
公務
員

40代 原発ゼロシナリオ 電気は少なくても、なんとかやってゆけます。でも命はなくしては、何もできま
せん。

8815 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 0% サーフィンしたいから

8816 個人 会社
員・
公務
員

50代 女性 原発ゼロに、今すぐ
に停止の方向で、
２０３０年原発比率
０％に！！

子ども達の未来のために自然を守るために、危険な原発は止めて欲しい。原
発にかわる、エネルギー政策を考え、すぐに取り組んで欲しい。
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8817 個人 自営
業

40代 女性 現行の電力会社・経
産省が原発の合理的
な管理・運転ができな
い以上、また核廃棄
物処理が安全に出き
ない以上、原発はゼ
ロにすべき。かなりの
痛みを伴ってもエネ
ルギー政策を変換
し、長期的に社会を
変える中で原発をなく
すべき。

8818 個人 会社
員・
公務
員

40代 女性 ２０２２年（１０年後）
に０％にする。ドイツ
も福島の事故に学
び、１０年後に原発
０％を決めた。

ドイツは、元来、原発推進派だったメルケル首相も、フクシマの事故から学び、
１０年後に０％にすることに決めた。当事者である、そして被爆国である日本
がやらなくてどうする、と思います。もちろん、そのためには、①発送電分離と
②電力会社の地域独占を廃止する。③代替エネルギーの開発を推進する。
（地熱風力、太陽光など。）④電気事業法の総括原価方式を廃止する。⑤地
元に交付金を降す電源三法を廃止する。以上です。

8819 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 すぐにでも原発の使
用を０％にして下さ
い。

原子力発電によって生み出される核廃棄物の処理が技術として成立していな
いから。大量に、毒性の強い物質を生み出してまで電力のふんだんにある暮
らしを求めていない為。ムダに使いすぎです

8820 個人 その
他

40代 女性 原発を０に！もう危険
な原発はいらない。

子供達に安心して暮らせる土地と、安心して食べられる食材を！日本を安心
して暮らせる国にしてほしいので原発を全てなくしてほしい！

8821 家事
専業

30代 女性 原発０％の社会を求
めます。選びます。

原発はあぶないし、地球をよごすからです。

8822 個人 学生 10代
以下

女性 原発ゼロへ 自然にも人にも大きな迷わくをかけている原発は今すぐ止めるべきだと思う
し、増やさないべきだと思う。日本は自然エネルギーにめぐまれているんだし。
リスクとかあるけど、原発なんかより、他の地熱とか波力とかにしようよ！

8823 個人 女性 原発０％以外ありえ
ない！東日本にばら
まいた放射能を今す
ぐ消してくれ。

福島の原発事故がまだ終わってないのに、なぜ再稼動するのか疑問。どうし
ても原発を続けるつもりなら、今すぐ放射能を消してほしい。福島の人々から
奪った家・土地・畑・自然・海の安全を返してから、原発継続と言え。それがで
きないのなら、この国に原発を動かす資格はない。原発を安全と言ってきた連
中には刑事責任を求めたい。

8824 個人 会社
員・
公務
員

50代 女性 国益という言葉に国
民の安全や安心は
入っているのでしょう
か。原発ゼロを求め
ます。

エネルギー不足＝産業の停滞＝国益に反する？？？犠牲者を出して豊かに
なる国は間違ってます。原発をまず止めて、福島事故の後始末をすませてか
ら、改めて原発を動かしていいか国民に問うべきです。

8825 個人 会社
員・
公務
員

50代 女性 原発はすべて廃止す
るべき。大飯原発の
稼動はあまりにキケ
ン。

8826 個人 その
他

50代 男性 原発０シナリオ 生命に立ち返ろう！社会の成立の根本にしよう！

8827 個人 学生 10代
以下

男性 シナリオ０即廃炉 今回の原発事故で福島の人や動物等がひさんな目にあった姿を見ると、人ご
ととは思えません。

8828 個人 自営
業

40代 男性 原発ゼロシナリオ 核のゴミをこれ以上増やすことに徹底的に反対です。政府が、ビジョン（原発
ゼロ）を示せば国民は、光を見出し、明るい未来を作れるはず。現在は、政治
にビジョンがないので、国民が起つのです。

8829 個人 家事
専業

50代 女性 ゴミ問題のかたずか
ない原発はゼロに

火力、原発どちらも輸入に頼るもの、すでに動脈硬化をおこしている原子力に
流す資金を新エネルギー開発に使って下さい

8830 個人 その
他

40代 男性 全ての原発はただち
に廃炉にするべきで
す。（原発ゼロシナリ
オ）

福島などの被災者をただちに救済すべきです。
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8831 個人 学生 20代 女性 原発はすぐにすべて
止め、廃止すべき、
放射能におびえてくら
したくない。

放射能におびえてくらすぐらいならと、外国へ行くことを考えています。今後も
原発を停止せず続けるかぎり、私のような２０代～下の人間は日本をどんどん
出ていくでしょう。今４０代以上の、チェルノブイリ時に２０より上、またはそれに
近い世代の人々は、このままでいけば子やまごから見捨てられることになると
思います。それだけの事をした自覚をもって、日本ごと捨てられたくなければ
少なくともこれ以上の原発事故リスクは止めるべき。廃止して下さい。

8832 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 原発を無くして欲しい 事故のリスクが大きすぎる事。

8833 個人 その
他

50代 男性 福島の苦しみを二度
と繰り返してはならな
い。全ての原発を廃
炉にすべきです

8834 個人 会社
員・
公務
員

40代 女性 全原発廃止を求め
る。新設せず０％に。
稼働により、核のゴミ
が増産されるため、
ゴミを廃棄する場所も
ないのに稼働は無
理。安全性も不確実
である。

8835 個人 学生 20代 女性 ２０３０年までには原
発比率０％を望みま
す。

２０３０年はあと１８年あります。その間に、クリーンエネルギーを開発、推進さ
せ、原発によって存在するこようを他の物に代替することは可能です。今、存
在する使用済核燃料を安全に処理するには１８年じゃ足りませんが。建てた
原発を安全な土地に戻すのはばく大な費用と時間がかかります。今すぐに始
めても遅いくらいです。

8836 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 ２０３０年には原発ゼ
ロにするのは当然。
そのためには、ただ
ちに準備を開始して
ほしい。具体的には、
今から再稼動をやめ
てほしい

東電の１人１人を攻撃するつもりはありません。単純に健康被害が起こりえる
ことにたいしてＮＯと言いたい。特に未来の子供達のために。

8837 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 原発を０にせよ。 福島原発は安全安心ではない。どうして原発を行えるのか。

8838 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 原発について 確かに原発はＣＯ２を排出しない発電であるが、核廃棄物が出てしまう。した
がって、これ以上増やさない為にも「原発ゼロ」が良いと考えます。

8839 個人 その
他

40代 男性 全国民投票で白・黒
つけてくれ

民意と離れたエゴ　半数以上が容認ならあきらめる（そして国外へ移住）

8840 個人 その
他

60代 女性 政府の提示している
選択肢は少ない。も
ちろん私は０％を選
択するが、例えば
「５％を１０年以内」と
いうのがあってもよい
と思う。

地震国日本に原発は危険すぎる。核廃棄物という処分不可能なゴミを後の世
代に押しつけるのは倫理に反する。

8841 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 原発ゼロ社会を望み
ます。

8842 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 原発０％、すぐにでも 政治家もニートも関係なく、人として考えれば…今一度地球を守って下さい
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8843 個人 会社
員・
公務
員

60代 男性 原発ゼロシナリオ 負の遺産、原発をやめる。自然エネルギーを開発してほしい。

8844 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 原発ゼロシナリオ 日本は広島、長崎で核には散々こりたはずなのに、なぜ原発という危険なも
のを使用し続けるのか理解できない。一部の利益のためでなく、地球や自然
を優先に考え、自然エネルギーにシフトしなければ私たちの子孫は安全に暮
られないと思う。今すぐやめるべき！！

8845 個人 無職 40代 女性 ゼロシナリオ原発　原
発を止めよう

安全性の確認できないものを動かすことは普通に考えておかしいです。国民
の生活を守るというなら命を守るべきだ。母親がもっと声をあげよう

8846 個人 その
他

50代 男性 原子力発電０％のシ
ナリオ・宜伝用照明
や昼間のピーク時使
用を節電することで、
今後５年間をしのぐ。
その間にグリーンエ
ネルギーを開発す
る。

・現在の問題点はピーク時量である。十分なエネルギーが今不足しているの
であれば、昼間のピーク時節電を推進、実践しなければならない。今後５年
間。　・今後５年間でグリーンエネルギー開発を国をあげて行なう。　・原子力
発電はコントロールの不能であることが判明した

8847 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 原発０シナリオ 子どもたちが安全に安心して未来を生きていけるように原発はなくしてほしい
です。

8848 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

40代 男性 原発ゼロシナリオ 原発を全廃にする為の工程とロードマップを明確にして下さい。理由：５０基分
の燃料棒を処分する人員の確保、時間を考えると、速ければ速い程良いと考
えています。福島の現状を考えると、原発の存続はもう無理だと思います。

8849 個人 会社
員・
公務
員

50代 女性 原発ゼロシナリオ 大企業寄りの、経済優先の政策を国民不在の中で続々と決めていく政府のや
り方はゆるせません。国民の声をきき、自然エネルギーへの移行も含めて、
かじを切ってほしい。

8850 個人 自営
業

30代 男性 原発ゼロシナリオ 原発を止める方向で、新しい発電のイノベーションを、政府は推進すべき！

8851 個人 家事
専業

40代 女性 原発ゼロシナリオ こどもたちの未来を守るために私たちの汗の税金を原発に使わないで自然エ
ネルギーに使って下さい！そうすると企業は自然エネルギーに投資するので
巨大な自然エネルギーのマーケットができ経済が活性化します。

8852 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

60代 女性 原発０シナリオ

8853 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 原発ゼロシナリオ

8854 個人 自営
業

60代 男性 原発は全て無くせ。
原発０シナリオ

8855 個人 その
他

10代
以下

男性 げんぱつゼロシナリ
オ

ぼくたちが病気にならないように！！
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8856 個人 会社
員・
公務
員

60代 男性 「０％」“命＝安全”は
“金＝経済”より優先
します。原発事故（人
災）の真の原因すら
解かってないのに原
発を維持する道は、
人間として有り得ま
せん。

8857 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

40代 女性 原発ゼロ 使用済み核燃料の処分先も決まらぬまま、どのくらいの処分費用もかかるの
か？わからぬまま使用続けていいのか。福島の人達は、まだ避難しているの
に、また、何か事故が起こったら、政府が対処できるのか？とても対処できる
とは思えません。

8858 個人 家事
専業

50代 女性 原発ゼロシナリオ

8859 個人 会社
員・
公務
員

60代 男性 原発０％！！！

8860 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

50代 女性 原発ゼロシナリオ　原
発に反対します。

8861 個人 家事
専業

30代 女性 原発０今すぐに！！

8862 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 原発０シナリオ 福島の原発が何の解決もできていないのに再稼動なんてとんでもない。原発
はすべて廃炉の方向でお願いします

8863 個人 会社
員・
公務
員

50代 女性 原発ゼロシナリオ 何よりも命が大事！

8864 個人 無職 70代 女性 原発ゼロシナリオ 即停止。

8865 個人 会社
員・
公務
員

60代 男性 再稼動に反対しま
す。ゼロシナリオ

今、再稼動することは、フクシマの人達を見殺しにすることになります。

8866 個人 その
他

60代 男性 ゼロシナリオ

8867 個人 学生 20代 女性 原発０％ 安全な自然エネルギーをもっと増やしてほしい。

8868 個人 会社
員・
公務
員

50代 女性 原発０％シナリオを
選びます

自然エネルギーを推進して下さい。

8869 個人 家事
専業

60代 女性 原発０シナリオ 原発いりません
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8870 個人 会社
員・
公務
員

20代 女性 原発ゼロシナリオ 福島の事故はまったく収束していない。いまだに、外で遊べない生活を送って
いる子供がいるのに、なぜ、収束宣言を言えるのか！！家族でみんなでくらし
たい。ウソをついて、国民を身捨てるな！！

8871 個人 無職 70代 男性 原発ゼロシナリオ！ お金よりいのちを！

8872 個人 その
他

60代 女 原発ゼロシナリオ 日本中のすべての原発を廃炉にして子供たちに安全な未来をと思います。

8873 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 各個戸、ビルごとの
発電、充電の充実へ
の方針転換へ

8874 個人 自営
業

30代 男性 原発、全即廃止（完
全廃炉まで約４０
年？原発関係者もす
ぐには飢えないよ）ス
ウェーデンのように国
民が電気（会社）を選
べるようにしてほし
い。

たかが電気で死にたくない。・無駄をはぶけばできなくない。→例：電車内の日
中の電気。：電光掲示板。・送電線を国（私たち）で買って民間（新エネルギー
参加）会社に平等にシェア。・今まで（これから）原発に使う（つもり）のお金を
つかえば、充分にできるだろう！（政府が思ってる程、私たちは電気を必要と
してはいない！！！）

8875 個人 家事
専業

60代 女性 原発反対 これ以上原発で日本を汚染させないで下さい。

8876 個人 自営
業

50代 男性 原発は不要です。「火
石燃料が高いから」と
いう原発推進派の理
由もありますが、日本
は他の先進国よりも
高い値段で火石燃料
を輸入しています。国
民は原発なしでも大
丈夫です。

原発は大事故を起こし数十万人の人々に故郷と仕事を失わせました。同じよ
うな事故が起きる確率は０ではない以上、原発は近い将来停止すべきです。
また事故がないにしても、原発は使用済核燃料というその処分に何十万年も
かかる危険物質を生み出します。また、今の地石燃料を使う発電所に加え、９
電力会社以外の民間企業にも発電量を多く割り当てれば原発が必要な理由
はどこにもなくなります。

8877 個人 会社
員・
公務
員

60代 女 原発より人間や生き
物に安心安全なエネ
ルギーを！

なぜ原発が必要ですか。福島で子供たちは訴えていました。「私は大きくなっ
ても結婚できるの、子供が産めるの」と。子供たちの声をちゃんと聞いて下さ
い。安心安全なエネルギーを！是非お願いします。

8878 個人 会社
員・
公務
員

60代 男性 危険な原発は即時に
止めて下さい。日本
は脱原発で生きてい
きます、いけます。

8879 会社
員・
公務
員

50代 男性 今の日本には国民感
情からも国防上のこ
とからも、そして自然
災害の観点からも原
発は全廃しかありま
せん。日本国民総自
爆はいやです。

8880 個人 会社
員・
公務
員

50代 男 脱原発 常に被爆労働者を生みだすような野蛮なものは使ってはならない。

8881 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 日本に原発はいらな
い！

未確立の技術で、かつ危険な放射能を撒き散らす施設は不要。自然エネル
ギーで日本は十分にまかなえる。こちらにもっと予算をまわせ。
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8882 個人 自営
業

40代 女性 日本の原発を、もう再
稼動しないで下さい。
大飯原発をただちに
停止させ廃炉に。

福島の原発の事故がまったく収束していないにもかかわらず、世界中に現在
に及んでも放射能をまき散らし生命を破壊しているにもかかわらず、この加害
者国が原発を継続するとは愚の骨頂です。世界の恥ではなく世界で最初に、
新しい生き方を平和を選択する国になりたいです。

8883 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 原発は要りません。
未来へ核ゴミをこれ
以上先送りしたくな
い。させない！！

8884 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 即原発停止と全て廃
炉

人間がコントロールできない原子力を再稼動させるなんてまっとうな考えの人
なら誰も理解できません。原子力発電に頼らない経済社会を作ることこそ政
府のやるべきことだ。それができないならその政府は国民の代表とは言えな
い。そして官僚も国民のことを考えた行政を行うべきだ

8885 個人 家事
専業

40代 女性 原発は、事故がなく
ても、反対です。地震
大国で廃棄物だけで
も、共存できません。

すべての生物の敵、核は、人類の手に負えるものではないと思います。

8886 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

60代 女性 原発はただちにやめ
よう！！

自然エネルギーを活用し、地に足をつけた、昔の生活のように、生きよう！

8887 個人 自営
業

60代 男性 原発、全て廃止 ・私、物作りの立場より、実験（ハカイ）も出来ない代物を作った事が、マチガ
イ。・消せない『火』である。

8888 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

40代 女性 ひとりひとりに、強制
的にでも聞くべき。ど
ちらとも言えない人に
は。

8889 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 安心安全な大地、空
気、食べもの、を、次
の世代、その先の世
代、その先まで、ずっ
と守っていきましょう。
原発は、必要ないと
思います。宜しくお願
いいたします。

8890 個人 無職 60代 女 原発は即廃止すべ
き。一番大切なもの
は健康、そして「命」

非電化工房の発想に学ぼう！！

8891 個人 その
他

50代 女 未来に「つけ」を回す
な！原発ない日本を
作ろう。後始末が出
来ない原子力を選ば
ないで欲しい。

自然エネルギーの国日本として世界に手本を見せて世界の人々に日本に訪
れてもらえる国創りを目指して行こう。危険なものはヤメよう。自然、人を守る
為にも

8892 個人 会社
員・
公務
員

40代 男 子供の未来の為にも
原発は止めるべき

自然エネルギーを増やすべきであり国民の声を聞く場所を作るべきです

8893 個人 無職 70代 男性 原子力発電所は計画
的に廃炉すべきで
す。安全神話をふり
まいて来た政・財・
官・学は責任もとれな
いではありませんか。

福島県民１６万人は帰れないではありませんか。原発につぎこんで来たお金
を再生エネルギー研究開発にふりかえることで、必らず再生エネルギーは人
類に役立つこと達成出来ます。又私たちの生き方暮らし方を変えましょう。

8894 個人 無職 80代
以上

男性 人力による統治（放
射能）がきかない原
発はムリである。少し
ガマンすれば電力は
充分生活にまかなえ
る

福島の被災者はまだ何十万人もいる。原発再稼動など論外である。やはり安
全、平和が何よりである



整理
番号

個人/
法人等

職業 年齢 性別 ご意見の概要 御意見及びその理由

8895 個人 無職 70代 男性 即時原発を廃止を！ 生命と引換えの経済などあり得ない。政府は真の人権に目覚めよ！

8896 個人 無職 60代 女 脱電発を早期に行な
い再生可能エネル
ギーへの転換を！

再生可能エネルギーへの転換は、日本再生の大きなキッカケとなると信じる。
新しい技術や産業が生まれ、いきづまっている日本の産業の起死回生とな
る。また、日本再生の鍵の一つは地方の活性化である。エネルギーの自主生
産により、地域復権がすすむ。ドイツのエネルギーシフトを見てきて大きな夢
を持つようになった。この夢を多くの人と分かち合い日本の誇りを取り戻した
い。

8897 個人 会社
員・
公務
員

50代 女 人間が止めることの
できない原子力はど
んな理由をつけても
使うことは止めるべき
だと思います。

8898 個人 その
他

40代 男 原子力発電、原発関
連の開発は全廃すべ
きです。命なくして経
済も発展もありえま
せん。

8899 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 再稼動反対です。こ
のまま原発のない方
法で考えてください

8900 個人 学生 20代 男性 電力が枯渇しようが、
人類はやり直せる
が、放射能の為に人
類が種として減びれ
ば一巻の終わりだ。
もはや悠長な日常生
活などにこだわれな
い。

原子力発電無しでも生活できるのかというのではなく、いっそ電力の無い非常
時の生活を強制的に行う必要がある。大企業であれど生産を犠牲にして放射
能の玉と決別してしまえ。

8901 個人 自営
業

50代 男性 脱原発・電滋波・沢山
ありますが、人らしく
生きる工夫を学ぶ場
を社会現象として
作ってゆきたいです
ネ！！

8902 法人・
団体等

その
他

80代
以上

女性 原発の復興もきちん
としないで何やってん
のよ。線量がゼロの
ところだって子どもが
内部被バクしてるじゃ
ない

再稼動なんてとんでもないよ。

8903 個人 無職 70代 男性 機械はこわれる。 どんなものでも、時間経過で永年使用で結果的にそのようになる。

8904 個人 家事
専業

30代 女性 原発反対です。 うちの実家は新潟県長岡市で、柏崎刈羽原発から近く、事故があった時、家
族がどうなるのか心配です。東京で電気を使い過ぎているがために地方に事
故の際、命の危険にさらされるようなものを押しつけて、いいのでしょうか。電
気は今ほど使わなくても生きていけます。高知県ゆすはら町のように、風力・
太陽光等再生可能エネルギーを今からでも増やしていくことで、脱原発は可
能であると思います。

8905 個人 その
他

30代 男性 原発は最終処理が未
解決！

いかに安全に実動できようとも、使用済み燃料の処理が“埋める”という手段
しかない現代において、稼動し続けることは許されない。子どもたちに安全な
未来と、安心を与えよ！

8906 個人 会社
員・
公務
員

50代 女性 未来を考えられない
者が、人命に関わる
重要事の決定権を独
占しては、日本は滅
茶苦茶になる。理性
ある決定を

原発は、未来への負の遺産である。人間の手に負えないものに固執する理由
が、少しばかりの権益欲しさであるなら、何と愚かな選択か。決定権を握る愚
か者全員に、１０億円ずつ恵んであげて、全ての発言の場、影響できるポジ
ションから立ち去ってもらえば、日本は助かるでしょう。利権に群がる意地汚な
い愚か者達は、各々１０億円握って、国外へ撤退して欲しい。

8907 個人 その
他

20代 男性 今すぐにでも原発を
停止、そして廃炉にし
て欲しい。

原子力発電は地球にも人にも自然に悪影響を与えるから、お金よりも自然そ
して命が大事。命の連鎖をつぶしてしまう、原発　今すぐにＳＴＯＰ。

8908 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 真実を公開してくださ
い。
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8909 個人 その
他

50代 女性 原発自体、危険を共
なうのですぐにでも止
めて欲しい。

新しいエネルギーを小さな規模で各地でそれぞれがまかなえるものを行なっ
てほしい。

8910 個人 自営
業

60代 男性 原発はいらない。 子供と地球を守るため。

8911 個人 家事
専業

50代 女性 原発を外国に輸出す
るな。

日本で事故が起き、今だに復興できていない。技術が未熟だということです。
外国に売って、それに責任をもてるはずがない。国は、日本も保障できないの
に、外国に責任をもてるはずがない。そんなことをする日本は世界から見たら
恥かしいことです。絶対にやめてほしい。

8912 個人 家事
専業

60代 女性 核のゴミをすてる場
所さえ、決まってない
のに、原発をすすめ
る政府はおかしいの
では？

8913 個人 会社
員・
公務
員

50代 女性 日本にも世界にも原
発は必要ないです。

便利さを追求してきた弊害として、今回の福島のような事故がおこり、人類滅
亡の危機を感じる毎日です。子どもたちの未来のために、人類に原発はいり
ません。ただちに原発を止めて下さい。それが私の願いです。

8914 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 脱原発至急！！ 地震の活発期に入っているのにこのまま原発を稼動させるなんて危険すぎる

8915 個人 会社
員・
公務
員

40代 女性 とにかく、原発におび
えて暮らしたくない。
それだけ。平和に。
心穏やかに。

8916 個人 会社
員・
公務
員

60代 男性 原子力委員会、保安
院などの規制組織は
全く無力であることが
判明した。規制庁設
立後もその能力は不
確実。次に同様の事
故が起きたら日本経
済は崩壊する。原発
が無くとも節電努力を
進めれば、電力を間
に合わせることが可
能。

8917 個人 その
他

40代 男性 原発に関することす
べてに反対します。
再稼動も必要ありま
せん。

３．１１後、原発は事故が起こると、とても被害が大きなことがわかりました。す
ぐにでも再生可能エネルギーに切り換え、安全安心な方向に変えていかなけ
ればいけないと思います。原発立地の地元の問題もあると思いますが、廃炉
ビジネス、再生可能エネルギービジネスでやっていけると思います。

8918 個人 その
他

60代 男性 原発中止 使用済核燃料が末代まで残り体に悪いから。

8919 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 原発は今すぐやめる
べき！再稼動する必
要はありません。動
かすだけで核のゴミ
が出るというのに動
かしていきたい意味
がわかりません。

福島が収束したなんて真っ赤なウソ。野田総理はどういう考えで発言されたの
でしょうか？ギモンです。福島はまだまだ危険な状態なんです。大飯も再稼動
なんて言っていないで早くだだモレしている汚染水をくい止めて下さい！命が
大事！その他に何があるというのでしょうか！みんなの安全な暮らしを守るた
めに国は動くべきです。今さえ良ければいいなんて考えはやめて下さい。持続
可能なエネルギー政策を希望します。原発いらない！！

8920 個人 家事
専業

30代 女性 原発いらない
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8921 個人 家事
専業

50代 女性 ひとたび事故が起き
たら人間の手で制卸
できないものをエネ
ルギーとして使うの
は間違いです。仮に
事故が起きなくても放
射性廃棄物の処理方
法もなく、絶対に原子
力発電には反対で
す。

8922 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 原発なんて所詮ごく
少数の欲張りで我ま
まなヤツらの金儲け
にすぎないだろ。こん
なんでかけがえのな
い命、自然この国、
地球を猛毒に曝す
なっての。

8923 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 原発を一日早くなくそ
う！！

8924 個人 自営
業

70代 男性 原発やめ自然、再生
エネルギーに

原発を止めても電力は確保されていた。大飯原発再稼動は再び日本を危機
に追いこむ。原発神話再来をすすめる民主政府財界に徹底抗議

8925 個人 自営
業

40代 女性 原発再稼動は不必要 火力、水力をフル稼動させ、夏を乗り切ることは可能です。夏のほんの数日間
のために、命のリスクを取るのは不合理です。独立国家として、アメリカの核
政策にＮｏ！と言ってください。

8926 自営
業

40代 男性 原発反対！ 福島の処理が済んでいないのに再稼動はありえない。原発の事故の責任者
は、責任をとらなければいけない。責任をとらない責任者が運転する原発は、
危険物である。そもそも、電気が足りないという根拠も疑わしい。

8927 個人 無職 60代 男性 原発に依存しない生
活を

8928 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

50代 女性 処分することのできな
いゴミを出す原発。危
ないエネルギーであ
る原発を止めてほし
い

皆さんの力でブームだけで終らせずに今後も末永く進めていてほしい。こん後
もこういった集会に参加したり個人ではできない事なので多くの人の力で止め
られるよう協力してほしい

8929 個人 20代 女性 原発から自然エネル
ギーへ。

原発には早く止まってほしい。ドイツのようにエネルギーを切りかえてゆく方法
を探したい。日本のような土地にいつまでも原発があったら、日本ごと吹き飛
ぶような事になってしまう。

8930 個人 会社
員・
公務
員

40代 女性 原発のいらない社会
の実現を！

３．１１以降原発の危険なことは充分すぎるほどわかりました。日本の技術力
をもってすれば、新たな自然エネルギーの開発ができるはずです。できるだけ
早くかじをとって下さい。

8931 個人 家事
専業

30代 女性 日本にある原子力発
電所をすべて廃炉に
してほしい。新しい電
気エネルギーを開発
して、国民の安全を
保障してほしい。

日本は地震国で、また必ず地震は来ます。福島のような事故があった後で、
何の保障があり安全と言えるのでしょうか。原発は必要ありません。私は日本
が大好きです。子どもたちの未来のためにも、原発に対してもう一度考えて下
さい。すべての人たちが幸せに暮らせるようにしてください。よろしくお願いしま
す。

8932 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 原発再稼動はゼロに
して下さい。

日本並びに世界の人々のために原発は不要です。子供、孫たちに残さねばな
りません。原発ゼロにすることを残します。

8933 個人 会社
員・
公務
員

20代 女性 可能な限り早急な原
発全停止を求めま
す。

8934 個人 自営
業

40代 男性 原発は反対です。ス
ベテノ原発ヲハイロ
ニ。
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8935 個人 無職 20代 男性 今すぐ全機をハイロ
にして下さい！

自分は福井県を愛する一人として、自然をこわす原パツはいらないと思ってい
ます！！

8936 個人 家事
専業

40代 女性 ・もう原発はいらな
い。・未来の子供達に
平和を。安全な国に
してほしい

・福島の事故は今だ終っていない・もっと現実を見てほしい。安全となぜ言える
のか・子供達に安全な所でくらせる様にしてほしい

8937 個人 無職 40代 女性 野田の近所に住んで
いてとてもはずかしい
です。原発０で明るい
未来を！

電気のムダを無くしたら、電気代が１／３に減りました。原発にかかわっている
団体や企業の物は買いません！！そんな団体・企業は倒産してしまえ！！

8938 個人 会社
員・
公務
員

50代 女性 原発再稼動に反対し
ます。即刻停止して、
全て廃炉にして下さ
い。

原発そのものが多くの人々の犠牲の上になりたっています。これ以上犠牲を
増やさないで下さい。

8939 個人 学生 10代
以下

男性 今すぐ原発を全部止
めてほしい

太陽や風力の方がいい。それは自ぜんエネルギーの方がエコだし人体にえい
きょうがでないから。

8940 個人 無職 70代 男性 脱原発。原発のカス
ゴミゴミゴミを処理し
て

とに角青森にあるゴミ（ドラムカン２万箱のゴミ）をどう処理するか人間生物に
有害か無害まで処理たのみます

8941 個人 学生 10代
以下

男 原発があったら 原子力発電所があったら、行き場の無いゴミを発生してしまう危険があり、地
球上の物質が汚染され、安心して生きていられなくなる。

8942 個人 自営
業

40代 男性 原子力は一部の人間
の財をうるおすため
に作られたシステム。
それを押し売りされた
上に安全までも奪わ
れるのはゴメン。

世の中、様々な研究や技術革新があり、成功と失敗を経験してきたが、失敗
を永続させようとすることは何か裏の力が働いているということを感じさせま
す。そこまでのこととは何かをうやむやにし国民から本題を遠ざけているのは
おかしい

8943 法人・
団体等

その
他

50代 女性 いますぐ原発から撤
退。日本は廃炉技術
で世界に貢献する

世界で唯一の被爆国、そして最大の原発事故国である日本。日本が果たす
役割は「経済」から「脱原発」の人間性の国へ世界に先がけて脱皮することと
思います。誠実な国民性、信頼できる技術と努力、世界３位の経済力を併せ
もつ日本しか成し得ない脱原発しながらのゆるやかな成長を実現することが
世界を変える力になると信じます。

8944 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 原発をできる限り速
急に止めてほしい。
原発割合０％

原発に少しでもリスクがあることは確実であり、犠牲者をこれ以上出してはい
けない。経済の不安があるのであれば、自然エネルギーへの転換をふまえた
方向へシフトをする努力をしてほしい。本当に原発がないと日本はダメになり
ますか？不幸になってしまった人を出しておいてまだ「経済」ですか？こんな
に反対している人がいることにきちんと向かい合って下さい。絶対に原発がな
くても幸せな日本は作れます。お願いします。

8945 個人 その
他

60代 女性 自然エネルギーは主
要な電力となり得る。
スマートグリットの活
用、送電ロスの解消
等、技術革新がカ
ギ。

次世代に危険な廃棄物を押しつける原発、絶対反対。

8946 個人 その
他

50代 男性 げんぱつ中止

8947 個人 学生 10代
以下

女性 わたしたちはもっと地球に生かされるべきだと思います。きれないものをきれ
いなまま、のこしてもっとかんしゃするために必要なエネルギーはもっときれい
に作って、いきたいです。

8948 個人 その
他

30代 男性 日本のような地震国
で原発を安全に運営
することは絶対に出
来ない。

原発を電源の選択しに入れることがそもそも間違っている。この日本という国
では出来ないと割りきればそれ以外の電源の中で人間は知恵を出します。特
に日本人はそれが得意な国民です。自然は警告を出してくれています。

8949 個人 家事
専業

20代 女性 原子力発電所の廃
止！！

私には２歳の娘がいます。放射能の影響を与えたくありません。安心の国づく
りをしていきたい！！福島原発のような失敗はしてはいけないと思います。皆
が幸せに暮らせる国づくりをしていきたいです。

8950 個人 その
他

60代 男性 報賃に原発いらな
い。不幸の基である。

日本人の幸せのタメ
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8951 個人 自営
業

40代 女性 脱原発を求めます。 広島、長崎での原爆投下があり核の恐しさを最も解っている日本が原発を
造ったという国策がそもそも間違っていると思います。今後、地震が起こるか
もしれない地域で福島の事故を教訓とせずに、再稼動するということは、非常
に恐しい事で、未来の日本、地球に対して、罪をおかしていると思います。日
本は「脱原発」「原発０」「再生化エネルギー国家」とするべき！！

8952 個人 学生 10代
以下

女性 たかが電気で私たち
の命を危険にさらす
な。

放射能と停電どちらを選ぶかといわれたら私は停電を選ぶ。昨年の計画停電
の対象区に私の住む地区も入っていた。昼間だけでなく夜に停電が実施され
た日もあった。多少戸惑いもあったけれど不自由なく暮せていた。５月５日、原
発０になった日本で電力が足りないと叫ばれただろうか？少なくとも私の耳に
はそのような声は届いていない。電気がなくても人間は生きていける。放射能
いらない！

8953 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

40代 男性 原発は必要ないで
す。原発のゴミで日
本が汚れます。

グリーンエネルギーの発電をもっと政府は進めてください。海外に原発技術を
売り込むのをやめてください。ベトナムへ原発をすすめている日本はひどいと
思う

8954 個人 その
他

50代 女性 原発、再稼動反対！
日本から原発は０に
して下さい。この自然
豊かな日本を子ども
達に残しましょう。自
然エネルギーでまか
なって下さい。

私は、福島出身です。あの自然豊かな、水と森のうつくしい福島！もとにもど
りません。私達のふるさとを返して下さい。人間だけでなく植物、動物すべての
未来のために！子どもの未来のために！原発はなくして下さい！

8955 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

30代 男性 今、即刻廃炉にし、原
子力発電所に便らな
い安全な生活にして
もらいたい。

政府による一方的な再稼動には絶対に賛成出来ないし許されてはいけない。
これからの日本の為に国民全ての意見を受け入れない国に未来は来ない絶
対に！！

8956 個人 会社
員・
公務
員

50代 女性 原発再稼動には反対
です！

原発は、命にとって危険なことは、もう実証されています。この小さな国に５４
基もあるなんて、変です。原発にたよるのでなく、命に危険のないもの、今のよ
うに電力を自由に使えなくて結構です。もっと自分たちの生活も見直し、人間
にとって、よい環境を取りもどすきっかけにもなります。

8957 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

30代 女性 再かどう反対！！！ ３．１１以降食事などに気を使っています。息子のために。これから未来を作っ
ていく子供たちのために再かどうしないで下さい。今までと同じ事をくり返すの
ですか？新しい未来を見て下さい。変える事こそすばらしいと思います。美し
い地球をこれ以上よごさないで下さい。

8958 個人 無職 60代 女性 原発にたよらない国
にしていきたい！！

世界で唯一の被爆国である日本に原発はいりません。未来の子供達に負の
遺産を残さないようにしましょう。

8959 個人 自営
業

30代 女性 原発反対 再処理の問題も先おくりのまま事故があると土地に住めなくなるようなエネル
ギーを使うのは問題だと思う。実際の汚染についても隠さず、目をそらさずク
リアにして、今後日本が進むべき道を今考えないと、日本は最大のチャンスを
逃すことになる

8960 個人 自営
業

30代 女性 日本のすべてにおけ
る将来のために、す
べての原発をやめる
こと、自然エネルギー
を導入すること。

経済のための原発は、すぐにやめること。さもなければ、日本の将来は経済
はたんどころか、人がひとりも住めない島になってしまう可能性がある。危険
な原発はすべてストップし、安全なエネルギーに変えていくべき。

8961 個人 会社
員・
公務
員

20代 男性 福島の事故で原発の
安全神話が崩壊した
今、新たなエネル
ギー議論なくして、従
来のやり方を続ける
のは反対です。

現実的に考えて、即時の脱原発に無理があるのだとしても、未来のエネル
ギーに関して議論がないのは絶対おかしい。官邸前デモに集まる人々の声が
聞こえないのだとしたら、民意を代表する国会議員、政府として非常にはずか
しいと思います。議論不足、再稼動の判断は早い。

8962 個人 家事
専業

40代 女性 原発は今すぐ全部停
止そして無くしてほし
い原発は自然に反し
ている

原発の放射能は、自然界に反するもの。事故がおきていなくても出ているも
の、もれているもの。福島であのような大変な事があったのに原発を進める人
は何もわかっていない。

8963 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 原子力発電は即停止
させて、当面、その代
替には、火力発電で
やっていく。火力発電
は、ＣＯ２排出や輸入
の安定性の問題がつ
いてくるけれど、それ
は外交や工夫でのり
切る。

火力発電の問題点は、人間の工夫や、努力でのり切れる問題だが、原子力
発電や発電所や地震の問題は人間にはどうすることもできない、手におえな
い問題だからです。原子力ムラの解体に今のところ手をつけられないようだけ
れども、（政治的、その他にも？）それだって、人間のやっていることだから何
とかしなければいけない（人間の義務として）のではないでしょうか？
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8964 個人 会社
員・
公務
員

50代 女性 いますぐ原発を止め
て下さい！

これまで世界各地で原発事故が起きてきます。特に、自分の住む国、福島で
の事故はショックでした。放射能の恐しさを身にしみて感じました。これ以上原
発依存の電気は要りません。いますぐにでも原発を停止してほしいと思いま
す。

8965 個人 その
他

50代 女性 ＮＯ　ＲＥＳＴＡＲＴ　Ｆ
ＲＯＭ　ＮＯＷ

8966 個人 自営
業

40代 男性 私は被災をうけ、家・祖母を亡くしました。仮設生活です。その中でこの場に来
れて、この運動に参加出来て、私は養殖業をやっていて、この問題について、
これからの子供達のことを考えて行くため、残すために、脱原発はあたりまえ
のこと！！日本がだめにならない様に運動にも参加し、地元からつたえていき
たい。

8967 個人 学生 20代 男性 原発を停止して、自
然エネルギー、節
電、その他揚水発電
などを活かしてほし
い。

原発依存度を少なくとも減らすよう、政府が方針を固めてほしい。放射性物
質、廃棄物を管理できない以上、他の発電方法に積極的にならないと日本は
ダメになる。

8968 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 １．自然エネルギー
（太陽光、風力他）を
大規模財政出動・公
共事業にて一挙に推
進する。比較的短期
間で、新エネルギー
体制に切り換えること
は、日本の技術力の
総力と努力を持って
一丸となって取り組
めば、絶対に可能と
思う。２．１０００兆円
の借金は、計画的に
ＧＤＰを上げていけば
（年３％－４％）さらに
政府通貨を発行すれ
ば（国債＝借金でな
く）解決できるはずで
ある。今は素晴しい
チャンスの時だ！

8969 個人 家事
専業

30代 女性 全ての原発を廃止し
て下さい。

全ての原発の廃止を。エネルギーの代替なんていくらでもある。子供たちの未
来に負の遺産はいらない！！

8970 個人 自営
業

20代 男性 原発早急に反対で
す！

原発にお金を使うんであれば、緑に（自然）お金を使って下さい！その方が日
本に未来があると思います！

8971 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

20代 男性 原発完全撤廃 ・事故が起こった場合に多大な健康被害を及ぼすとても危険なものだから・福
島の事故により、安全性が不確かなものであると証明されたが、今後も地震
や津波が日本の各地に起こる可能性も充分にあり、再度事故が起こった場合
には日本にとって取り返しのつかない事態になると思うから。・また、環境汚染
は海を通して世界中に広がり、日本だけの問題で済まない事になってしまうか
ら。

8972 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 原発反対。福島原発
被害者への補償を早
急に。十分に。

核廃棄物の処理法もない中で、これ以上未来にツケをまわさないで下さい。
不便よりも安全。経済発展よりも安全。福島及び周辺地域の被害を見て下さ
い。いまだに帰れる見込のない人々、住んで良いと言われながらも健康不安
を抱えて生活している人々、生活の手段を奪われた人々。これ以上被害を出
さないで下さい。代替エネルギーの開発、低エネルギーの暮らしを推進しま
しょう。

8973 個人 その
他

30代 男性 一刻も早く原発はなく
してほしい

人間の力ではコントロールできない原発は期限を切ってなくしてほしいです。
原発で発電したあとに出る核のゴミも処理できないので何万年も先の世代に
これを押しつけることは許せません。太陽光や風力、小水力など将来も使える
エネルギーを普及できる技術はあると思うので、そういうエネルギーに切りか
えてほしいです。

8974 個人 その
他

20代 男性 原発をただちに廃棄
してほしい

「電力が足りない」という事が分かっていて、何故一年四ヵ月の間で代わりの
エネルギー源を確補できないのでしょうか。核のゴミをどうする事も出来ない
から、また原発は開始、管理に莫大なお金がかかるから、コロコロと代わる総
理に「責任」と言える権利があるのでしょうか
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8975 個人 自営
業

50代 男性 原発を可及的速やか
に全基廃止とし、今
後の日本のエネル
ギー政策を再生可能
エネのイノベーション
技術国家を目指す。

技術立国日本の知力、蓄積、マンパワー等を総動員すれば原発という高いコ
スト、危険性の高さ、核廃棄物の処理の先送りというコントロール不能の技術
を止めて、別の選択肢でのエネルギー政策への転換を図れ、必ずや実現出
来る筈だから。それは子供たちへの希望と夢にもつながると思う。パンドラの
箱が開いて最后に希望が残ったように、この際日本はダイナミックに変わるべ
きだ。

8976 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 最終処理場も決まっ
ていない原発はすべ
て廃炉にし、当面は
天然ガスを使い、将
来はすべて再生可能
エネルギーにすべ
し。

8977 個人 無職 30代 男性 今止まっている原発
と大い原発はもう動
かす事なく廃炉にし
て下さい。

電力が充分足りている今、原発を動かす理由は全くないと思います。動かした
場合、出てくるのは核のゴミだけです。核燃料サイクルが実質、破綻している
今、全く意味がありません。世界でも希な地震国、火山国である日本で原発を
続けるのは自殺行いだと思います。電力会社は原発なしで経営が成り立つよ
うにして下さい。政府はメタンハイドレードという新エネルギーを使って日本は
資源国だという事を示して下さい。未来の子ども達のためにも政府は生まれ
変わって下さい。

8978 個人 家事
専業

50代 女性 福島の事故が収束もせず４号機の解決もなく、なおかつ事故調の結果をもと
にした、新しい機関もないままのなしくすじ的再稼動に断固反対。ふくしまの子
供達を疎開させるべき。実態はチェルノブイリよりはるかに悪い。広域がれき
処理による列島汚染をやめることを要望する。

8979 個人 その
他

60代 男性 脱原発を絶対に行なって・・

8980 個人 その
他

50代 男性 地震大国の日本こ
そ、脱原発。代替エ
ネルギーに転換すべ
き。

地震大国、国土が狭い日本で原発を安全に運転することはコストが割高とな
る。戦後最大のピンチ・困難を脱原発・代替エネルギーへの転換で最大の
チャンスとすべき。

8981 個人 自営
業

40代 男性 原発は不要。ＬＮＧ、
ＬＰＧ、火力に依るエ
ネルギー（太陽光、潮
流、風力など）バイオ
マスモ

ウランの核分裂による原子力発電は危険であり、安全性は一切ない。自然エ
ネルギーを利用した総合的な電力供給体制を確立すべきである。

8982 個人 会社
員・
公務
員

40代 男 即刻原発を止めよ
う。競争力を維持する
ために電力生産地を
犠牲にするのはやめ
よう。

原発は即刻止めないとね。福島人として同じような憂きめにあう人が出てきて
はいけないと思うんだよ。日本の競争力を維持するためにどうしても原発がほ
しいという人。そんな人がいるなら、まっさきに皇居と霞ヶ関と日比谷への立地
を主張して下さいな。

8983 個人 家事
専業

40代 女性 とにかく！原発を止
めて下さい。

危険すぎる。もっと自然エネルギーを使おう。

8984 個人 自営
業

70代 女性 原発全廃 自然エネルギー（クリーンエネルギー）で命を大切に、未来を大切に、子供に
責任を持てる時代にしよう

8985 個人 無職 60代 女性 原発いらない　いの
ちが大事

死にたくない　殺されたくない　殺したくない

8986 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

20代 女性 原発はもういりませ
ん。ウソばかりの情
報にはもうウンザリで
す。

8987 法人・
団体等

会社
員・
公務
員

60代 女性 国民の生活を根こそ
ぎうばう原発事故。福
島県民の苦労・いか
りを思うなら原発はそ
くやめるべき。自然豊
かな日本ならではの
エネルギーに即転換
すべき。

8988 個人 会社
員・
公務
員

50代 女性 福島の方たちの気持
ちを考え、将来の子
どもたちのことを考え
ると、原発は、失くす
べきだと考えます。
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8989 個人 家事
専業

60代 女性 日本の国土を安全で
豊かな国に戻してく
れ！

６０才になり孫にこんなに汚れた国土を渡すことになるとは思いもよらなかっ
た。安心・安全な生活を私達・子・孫の将来にとり戻したい。その為には原発
は１基もいらない。即、完全廃原発を希望します

8990 個人 その
他

60代 女 原発はいりません。
大切なことはシンプ
ルです。命を守ること
が基本。

エネルギーは自然を守るもので考えて提案して下さい。

8991 個人 無職 60代 男性 核は、人間が手にし
てはいけない

8992 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 ４０年以上にわたる
原子力プロジェクトを
なくするには、４０年
以上の息の長い努力
が必要です。

原子爆弾の被害をかくしてまですすめてきた原発に群がる官、企業が受け
とった金をチャラにすることは雨だれが石をうがつような長く厳しい努力がいる
と思います。長く続けられる、嫌にならない、スパイに負けない協力体をつくっ
ていきたいです。

8993 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 原発の再稼動をや
め、早いうちに自然エ
ネルギーへ転換して
いくことを望みます。

再稼動する時に「安全」と言っていますが、どこが安全なんでしょうか。福島第
一では今も放射線がもれつづけている状態です。これからまた地震が起きた
時に同じことを繰り返すのではないかと不安です。原発に使ってきたお金をこ
んどは再生可能エネルギーの開発と普及につかって欲しいです。

8994 個人 家事
専業

40代 女性 原子力に関する全て
について反対します。

私の郷里は３．１１以降うばわれました。あの美しい自然返して下さい！家族
もホームレス状態です！コミュニティーは崩壊しました。絶対に許せませ
ん！！自然エネルギーで暮らせる未来にして下さい。負の財産いらないで
す。「核のゴミ」はどう処理するのですか？５０基以上の原発がこんな小さな日
本に必要ですか？すぐに止めましょう、原発！！今すぐに！！再かどうしない
で下さい！どうかこれ以上苦しめないで下さい！！

8995 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 電力は足りているの
に再稼動はおかし
い。まずは再調査と
詳細な報告を国民に
してからです。火力が
赤字になってしまうの
は仕方がない。その
ための増税は我慢す
る。全ての方針に再
考を求む。

8996 個人 その
他

60代 女性 かなりエネルギーが足りなくなってもそれはかまわない。できるだけ質素な生
活を楽しんでするべき。

8997 個人 会社
員・
公務
員

20代 男性 今すぐ原発を廃止せ
よ

野田首相へつぐ　関西電力へつぐ　東日大震災で福島第一原発の事故から
のことあなた方にはそのきょうくんがなさすぎる！原発の恐ろしさがわかって
いるのにそれを簡単に再稼動するのはどういうことか！来年とかではない　今
すぐ廃止せよ！

8998 個人 その
他

40代 女性 高度に汚染された故
郷の福島の土地をき
れいにしてもと通りに
返せないなら、原発
は何があってもやめ
て下さい。０です。

核のゴミは、１００万年管理できる土地は日本にはありません。世界にも、
１００万年もった構造物はありません。核は人間がコントロールできません。も
ちろん、エネルギーとして一切使うべきではありません。

8999 個人 その
他

30代 男性 原発には反対です。 放射性廃棄物の安全な処理方法なしにこれ以上原子力を使うべきではない。
日本を消す気か！

9000 個人 会社
員・
公務
員

20代 男性 国内全ての原発を廃
炉に今すぐしてくださ
い。

原発って安いんですか？今回の放射能漏れで補償金っていくらになるんです
か？核廃棄物の処理費用っていくらですか？廃炉は一つにつきいくらです
か？私達国民に目先の電力事情を人じちにして再稼動しないでください。問
題を先送りにしないでください。３～５年で異動になるからって責任逃れしない
でください。借金を将来に先送りにしないでください。日本の技術はまだ高い
はずです。自然エネルギーの研究に投資し、発達させ、その分野で世界の市
場を独占しましょう。

9001 個人 無職 60代 女性 選択基準の第一は、
生命を守ることにあ
る。経済優先の基準
は、もう止めるべき。
生活の質を変えるこ
とは、苦しいことばか
りではない。

無駄をなくしていく。生活の中に、楽しみ、喜びがあることに気づいていくこと
は、これからの方向として、おすすめ。
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9002 個人 家事
専業

30代 女性 原子力発電所は絶対
に反対です。国民一
人一人が生活の上
で、できる限り省エネ
ルギー対策をすべ
き。

発電に伴うリスク、環境への悪影響が多大であるため。悪影響①排水による
海水の温度上昇から生態系への影響②発電後の使用済燃料の処理方法が
決まっていない。③空気中への放射性物質の常時飛散による健康への影響

9003 個人 自営
業

70代 女性 制御不能の原発運転
をただちにやめてほ
しい！野田総理が責
任をとり再稼動すると
言っているが、誰も責
任をとれないのは福
島の現実をみればわ
かる事。

ただちに原発、発電システムを自然エネルギーへ転換してほしい。福島の教
訓をただちに受入れ、再発しない道を切にのぞみます。

9004 個人 その
他

50代 女性 人間の力でコントロー
ルできない原発、今
すぐやめて下さい。あ
なたは利権でうるおっ
ても、そのツケは必
ず子孫がこうむること
をお忘れなく！！

原発利権屋さんハジを知れ！今、地球を守らなくてどうする。これから増える
天災対策と同時にどうやって放射能から国民を守る気か。

9005 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 環境と人間、動物に
与える影響が不明
（よく分かっていない）
な原発扱うのはやめ
て欲しい。電気は足り
ています。そんな危
険をおかす位なら節
電します。

放射能汚染により、人体や環境に与えられる悪影響を考え、食品も産地を選
んで購入しなくてはならない。自由に芝生に寝ころぶ事さえためらわれる。電
気は足りているのにコストのかかる原発を一部の人間の金もうけの為に動か
し、その為に多くの人、動物、環境を傷つけるのは許される行為ではない。

9006 個人 会社
員・
公務
員

20代 女性 原発反対です。 悲しむ人がいるから。

9007 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 今すぐ原発をやめ
ろ！

9008 個人 会社
員・
公務
員

50代 女性 全原発即廃炉。福島
の集会に行き、隣り
にすわったおばあ
ちゃんから孫に“責任
が（将来自分の身に
何かあったら）とれな
いだろう”と言われた
と泣かれました。大人
の責任として即廃炉
です。

9009 個人 会社
員・
公務
員

60代 男性 原発絶対反対 我々の生命、身体、健康を守るため

9010 その
他

30代 女性 原発反対　脱原発 電気のない生活は困りますが、発電の都合で生活を振りまわされるのはいや
です。多少、不便な生活でも経済がしぼむことになっても原発はやめてほし
い。そもそも原発ないと電気が足りないって本当でしょうか？命と暮らし最優
先の政治を！

9011 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

30代 女性 脱原発し、自然エネ
ルギーへ転換を希望
します。
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9012 法人・
団体等

その
他

70代 男性 原発の危険性が証明
された以上、すべて
の原発を廃止すべき
です。世界が注目し
ています。ただちに日
本から事実を示して
発信すべきです！

今回の震災で、少くとも地震大国日本での安全性神話が事実でもって完全に
崩れてしまいました。日本国民はもとより全人類のために今こそ日本が先頭
に立って原発ＮＯを広げに広げましょう。行動に立ち上りましょう

9013 個人 家事
専業

40代 女性 原発は稼働させず、
“省エネルギー”に
もっと取り組むべき。

私が子どもの頃は冷房（エアコン）はほとんどありませんでした。電車もエアコ
ンでなくせん風機のものもありました。それでも、それ程不自由は感じません
でした。現在のエネルギーの使い方は無限に使えることが前提になっている
ようです。もっと知恵をしぼれば、さらに省エネは可能だと思います。今、震災
直後ほどの真剣さで、省エネが取り組まれている感がしません。

9014 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

30代 男性 即やめるべき ２０数年前、ロシア（旧ソ連）チェルノブイリ事故があり、事故数年後、週刊誌の
見出しに、現地の子供の無惨な写真が記載されていたのを今でも覚えており
ます。また、今回の３．１１による原発事故では、福島原発近りんに在住してい
た方が、避難の際、先が見えない不安と絶望により、自殺されているとのこ
と。そういうニュースがいくつか聞かれて、ショックでした。また、現地でかわれ
ていた動物ががしのうえ、ミイラ化した写真も見たことがあります！！

9015 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 国民の多数は脱原発
にしなければいけな
いと考えている。声を
聞いてください。

だれも責任なんてとれないのに原発を動かすことは許されない。

9016 個人 会社
員・
公務
員

40代 放射性廃棄物の最終
処分（再処理ｏｒ貯蔵
など）のめどが立って
いない状況での、原
発再稼動はナンセン
ス（放射性物質は人
類の手におえない）

これから日本列島は、（地震や火山噴火など）地学的に不安定な時代に突入
するといわれる中で既存の原発の安全性（安全基準）はこれまでと変わったと
思われる。その状況下で、今までと同じ基準での安全性評価はナンセンスで
あると同様に、今回の大飯原発再稼動は、安全性の担保を無視して行われた
に等しいと考える。これ以上の再稼動を決めさせないためにも本日の集合が
大切と思う

9017 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

40代 女性 原発になぜ頼らなけ
れば（使用しなけれ
ば）ならないのか？

人間が管理できるものではないし、管理しようとするところが、おろかで仕方な
い。みなが言う。小学生でもわかることなのに、しがらみに生きる大人には本
当のことが見えなくなっている。

9018 法人・
団体等

会社
員・
公務
員

20代 男性 原発ゼロシナリオ 大事故をまねいた原発、そこからたくさんのことを学んだはずなのに、なぜ間
違いをくり返すのか。原発が稼動しなくても生活できることを知ったはず。原発
は、絶対いらない！！

9019 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 原発ゼロシナリオ 便利に慣れて、効率の良いことばかり考えて、他者のギセイの上に幸福を築
こうとする生き方を変えたい。経済的に豊かに生きることより、精神的に豊か
に生きることを選択した友人の知らせに、リスクを分けあっても、原発を無くし
たいと心から願う。

9020 個人 自営
業

60代 男性 原発０シナリオ 反対

9021 個人 無職 60代 女性 絶対原発０のシナリ
オ

潮流発電を推進　原発反対デモ参加　ずっと続けまーす。

9022 個人 無職 70代 原発ゼロシナリオ

9023 個人 その
他

30代 女性 声をなかなか届けら
れない弱者が犠牲に
なる政治はもうたくさ
んです。国民はすで
に目を覚ましていま
す。新しい日本のあり
方、誇りを持って子供
たちに受けつげる日
本を目指し、今エネ
ルギー政策を脱原発
へとシフトしていく他、
未来はありません。

原発はゼロです
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9024 個人 自営
業

60代 男性 原発ゼロシナリオ

9025 個人 その
他

50代 女性 原発０シナリオ

9026 個人 無職 70代 女性 原発ゼロシナリオ

9027 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 原発のために人の命
を犠牲にするのはあ
りえない。「原発ゼロ
シナリオ」です。

9028 個人 原発ゼロシナリオ

9029 個人 その
他

60代 男性 原発ゼロシナリオ 発電するだけなのにリスクが大きすぎ、一度事故を起こせば誰も回復できな
い元にもどせない。

9030 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 「原発ゼロシナリオ」

9031 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 原発は危険性が高す
ぎる。原発は放射性
廃棄物処理を考えれ
ば大赤字になる。

福島事故でもはっきりしたが、地震や津波の多い日本では原発の安全を確保
することは不可能です。活断層の真近にある原発の場合、どんな工夫をして
も事故はふせげません。いったん事故がおきれば放射性物質の拡散は深刻
です。放射性廃棄物（原発のゴミ）の処理をいったいどうするつもりか、何万年
も保管しつづけなければならない。その保管費用を計算したら、ものすごい額
になります。原発は採算がとれません。以上のような理由で原発は今すぐゼ
ロにして下さい。

9032 個人 自営
業

40代 男性 子供達のため原発は
全て停止して下さ
い！

9033 個人 その
他

60代 男性 原発ゼロシナリオ
で！

太陽熱でも風力でも他のものをとにかく使用する。

9034 自営
業

30代 女性 原発ゼロシナリオ 生活をよくしようとして、原発を作っていった割には不幸になってしまう人が多
い。電気は必要だけど、人を不幸にしたり命をけずってまで原発で働く人がい
る事も、納得できない。省エネルギーの製品がこんなにあるのだから、少しず
つ気をつければ原発にたよらなくても良いはず。蓄電池がもっと進めば自然エ
ネルギーの比率も増えるはず。そもそも停電がそんなに不安だと、本当の災
害の時どうしようもない気がする。とにかく人を不幸にする、地球を破壊する危
険性のある原発はゼロにすべきだと思います

9035 個人 会社
員・
公務
員

50代 女性 原発０％ゼロシナリオ
に賛成

・より自然エネルギーを用いた電力に国の補助を与えてほしい。かつて原発に
つぎこんだくらいの金を。・廃炉にむけた作業も充分できるように「廃炉産業」
と位置付けてほしい。それが次につながる・もんじゅ問題外。すぐさまやめて
ほしい

9036 個人 自営
業

40代 女性 原発ゼロシナリオ 事故が起きた時、人類、自然にとって、悪い結果となる取り返しのつかない結
果になる原発は使用すべきでない。当然、原発に１００％安全はありえない。
事故のリスクが大きすぎる

9037 個人 その
他

30代 女性 原発ゼロシナリオ 福島の教訓を生かして原発をできるだけ早く全部なくしてください！経済より
命の方が大切です！

9038 個人 家事
専業

40代 女性 原発ゼロシナリオ

9039 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 原発ゼロシナリオ 処理できないものはいらない！！！子供が生きていけない世界はいらない

9040 自営
業

50代 男性 原発ゼロシナリオ
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9041 個人 自営
業

50代 男性 原発ゼロシナリオ 政府の息のかかった学者以外の意見も聞かなければ正しい判断は出来な
い。エサでつる発想はやめていただきたい。

9042 個人 その
他

40代 男性 原発ゼロシナリオ。 核廃棄物処理の問題を解決するまで、それを増やす再稼動はやめて欲しい。
日本はずっと解決できないなら、ゼロシナリオでいくしかない。そして、多額の
処理費を払い外国に処理してもらうべき。

9043 個人 会社
員・
公務
員

60代 男性 原発ゼロシナリオ賛
成

9044 個人 その
他

30代 男性 原発ゼロシナリオ 原発と自然は共存できない！原発ゼロ！先進国として原発ゼロ目指そう！

9045 個人 その
他

20代 男性 原発ゼロシナリオ 絶対、脱原発。

9046 個人 その
他

50代 男性 原発０シナリオ 日本には自然エネルギーがあります。

9047 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 原発ゼロシナリオ 長期的な経済性を考えると、損害賠償の面からも原発による電源政策に反対
します。

9048 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

20代 女性 原発ゼロシナリオ 私は原発ゼロシナリオを選びます。もっと自然エネルギーに力を入れて、いた
だきたいです。安全なエネルギーを使いたいです。

9049 個人 会社
員・
公務
員

20代 女性 原発ゼロシナリオ リスクをともなう電力は使いたくないから。

9050 個人 会社
員・
公務
員

20代 女性 「原発ゼロシナリオ」
を選択してほしい。

安全面、経済面、どの面をとっても、今後も原発を使っていくのは非現実的で
す。再生可能エネルギーにシフトしていけば、顧用も原発より増えますし「国民
全体の生活」を考えるのであれば、脱原発しかありません。

9051 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 原発ゼロシナリオ 必要ないと思います。

9052 個人 その
他

40代 女性 原発ゼロシナリオを
支持します。

地震リスクの大きさと、核廃棄物問題が解決されていない。

9053 個人 無職 70代 女性 原発ゼロシナリオ

9054 個人 会社
員・
公務
員

50代 女性 原発ゼロシナリオ ・お金よりも自然の方が大切だと思うため・これからの地球のことを考えると、
原発でなく自然エネルギーに切り換えるべきだと思うため・福島の人のことを
他人事だと考えてはいけないと思うため・子供たちがかわいそうだから・原発
がなくても電気は足りていると思うため・世界の人々に対して地震国の日本が
原発を使っていることを申し訳ない、そしてはずかしいと思うため。

9055 個人 自営
業

60代 男性 原発は０％にすべき
です

安全面の不安　最終的なはいき物のしょちが出来て無い事が第一です。

9056 会社
員・
公務
員

20代 男性 原発ゼロシナリオ ・１度の事故でのその弊害の大きさ。・確率ゼロとはいけない現状。・代替エネ
ルギーの可能性
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9057 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

40代 女性 原発ゼロシナリオ 廃キ物処理の方法も確立していないのにあまりにも危険な原発の推進はあり
えません！！

9058 個人 その
他

50代 女性 原発ゼロシナリオ 太陽は地球上に必要無い。子孫に安全な環境を！

9059 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

30代 女性 原発ゼロシナリオ 福島の事故を、きっかけに大きく変わらなければならない時が来ました。みん
なで一つになりましょう。

9060 個人 家事
専業

30代 女性 原発ゼロシナリオ 自然の力をかりて原発ゼロでがんばりたい！！

9061 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 原発ゼロシナリオ 廃棄方法もない、使用済核燃料を使用する。この様な不安定で、コソクな再稼
動を許すわけにはいかない。福島の事故を返り見ず、その福島の復興を行な
わず、利権のみで電力会社を後押しする、日本政府、考えを改めてほしい。

9062 個人 家事
専業

40代 女性 原発ゼロシナリオ 負の遺産を次の世代に引き継ぐわけにはいきません。経済活動よりも大事な
ものは地球上すべての命であり、本質に気づく時がいまようやくきたと思って
います。電気の使い方含め、ライフスタイルや人々の幸せについて、あらため
て考えた時、原発が一基でもある世の中はありえません。

9063 個人 自営
業

30代 男性 原発ゼロシナリオを
選びます

世界全体での自然サイクルに沿った政治経済のシステムにすることを望みま
す。世界の資源をみんなで分け合い、浄化できない物は作らないことを望みま
す。

9064 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

30代 女性 原発ゼロシナリオ 原発はあるだけでもお金がかかってますよね。自然の中で生かされてる事に
感謝して、自然のエネルギーを大切に使っていきましょうよ。

9065 個人 無職 30代 男性 原発ゼロシナリオ このままいけば必ず事故は起こる！！考え方を変えろ！！今すぐに。

9066 個人 自営
業

50代 男性 「原発」無条件即刻停
止、そして速やかに
廃炉を進める／原発
ゼロシナリオ！

電力が足りなくなる云々は本末転倒、ある分供給できる範囲での暮らし、生産
（業）をする方向に転換すべき。

9067 個人 無職 60代 男性 ３０年経過した原発
は即廃炉にする。５
年後には５％程度、
１０年後は０（ゼロ）と
する。

放射性の廃棄物の処理が出来ないのにこれ以上核のゴミを増やせられな
い！他の方法で電力を充分確保出来る！特に技術的にも又地方の活性化の
為にもやりやすい水力（小水力）発電等を期待しています！

9068 個人 会社
員・
公務
員

40代 女性 原発ゼロシナリオ 私は広島のヒバクシャの孫です。放射能はいりません。原発はすべて廃ろ。
新規建設反対。

9069 無職 70代 女性 原発０％シナリオ

9070 個人 その
他

70代 男性 断然０％にすべきで
す！

人類は原発をコントロールできません。「ゼロ原発」にするしか対抗できません

9071 個人 自営
業

60代 女性 原発ゼロシナリオ

9072 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

40代 女性 原発ゼロシナリオを
選びます。

原発ゼロシナリオを選びます。省エネルギーを推進して下さい。自然エネル
ギーを推進して下さい。地域分散型のエネルギー供給を進めるよう、電力シス
テムを改革して下さい。
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9073 個人 学生 20代 男性 ０％、今の大飯再稼
動を撤廃して下さい。
そして使用済燃料を
厳重に保管できるよ
うに研究を推進し、可
能になった時にすぐ
に実行して下さい。

まず福島第一原発事故における現場作業した方々、郷を追い出された人々
の事を考慮すると、まず経済的な理由がなければ、直ちに廃炉にし、使用済
み核燃料を民意を聞き厳重に保管する事しか考えられないからである。そし
て今政府や電力会社が提出する「経済的な理由」に論拠がなく、人々の命を
脅かす原発を廃炉せざるを得ないと考えているからである。さらに核軍備など
の政治的な理由があるのであれば、国民に問うて下さい。

9074 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 原発は０％にすべ
き。火力発電でも足り
ている。自然エネル
ギーをプラスすれば
十分。

原発はリスクが高すぎる。また、人の心を裂く。不平等を生む。だれかがギセ
イになって、だれかがその恩恵を受けるようなやり方は、もう通じません。唯一
の被ばく国として、最も脱原発を主張すべき国が日本。それができなければ、
結局、国際社会で信頼される国に今後なれない。

9075 個人 会社
員・
公務
員

40代 女性 原発０シナリオ 東京電力、原子力保安院、原発推進して来た官僚が今まで行なって来た事
（事故隠し、マスコミ操作、安全対策の怠慢など）を知れば、そしてこれだけ地
震が多い国である訳だから原発を行うことは無理であると誰もが考えると思い
ます。原発を行わなくとも電気は足りていることも知られる様になって来ていま
す。まず東電を解体して下さい。

9076 個人 会社
員・
公務
員

60代 男性 原発ゼロの世界を目
ざす

もともと核と人類は共存できないものです。当然原発はなくさねばなりません。

9077 個人 会社
員・
公務
員

60代 男性 すべての原発を廃止
する。

未来のエネルギーについて原子力による発電は０％としてもらいたい。日本の
ような地震国では事故の危険が高く、また一回事故がおこれば環境の破壊は
とりかえしがつかない。また放射性廃棄物は未来わたって負担をしいるもので
問題である

9078 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 ０％にするべきと考え
ます。

下記のリスクと問題点がある事から即刻廃止すべきと考えます。・高額な発電
コスト・事故発生時の収束方法が存在しない。・事故を防ぐことが出来ない。・
代替の発電方法の存在。・現在進行形で放射性物質による被害が拡大してい
る。またそれによる経済的な打撃。以上。

9079 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 ０％未来の子どもた
ちに恥ずかしくない選
択を！

9080 個人 学生 30代 男性 サーフだろ！！０％
だろ。

自然エネルギーだぜ　ヒューマンエラーだぜ！！サーフだろ！！

9081 個人 会社
員・
公務
員

30代 ０％にすべき 人は自然エネルギーで生きていけるはず

9082 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

30代 女性 原発は今すぐ０％に
すべきだと思います。

危険なものはやめる。後の世代にゴミを残さない。汚染された土地をこれ以上
増やさない。というのが自然な考えではないでしょうか。今、原発を再稼働させ
るなんていう決断を許してしまったら後の世代の人たちに恥ずかしくってたまり
ません。

9083 個人 自営
業

30代 女性 ２０３０年といわず、
もっと早く。原発０％
即なし！！

長崎、広島での被爆体験を小さい頃からきいていました。まさか、自分が生き
ている間に、この日本で自分が放射能の恐ろしさを体験するとは大変ショック
を受けました。原発がつくりだす核廃棄物を処分する方法は大変なお金をか
けてガラスにかためて埋めたりしているそうですが、そのような無理がある人
間の管理できない事を続けていくことはできません。自然は想定外ではなく、
地球ができているからの歴史でみれば繰り返しています。日本に原発をおくこ
とは、この必ずおこる地震、津波に対してあまりにわかりきった危険なので
は。進むことばかりが発展ではない。ぜひ素晴らしい知性とセンスでこの国の
原発のこと、無理なことをみとめてほしいです。

9084 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 原発０へ　自然エネ
ルギーへ転換しま
しょう。

福島で起きたことを、今の福島の現状を無視しないで忘れないで、きちんと向
き合いましょう。二度と同じことを繰り返してはいけないです。未来の子供たち
の為に。
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9085 個人 自営
業

40代 男性 原発ゼロシナリオ

9086 個人 無職 60代 男性 原発ゼロシナリオ

9087 個人 家事
専業

40代 女性 原発ゼロシナリオ　す
ぐやめてほしい。

子どもたちが安心できる国を！原発なんていらないです。命を守って下さい！

9088 個人 その
他

40代 女性 原発０シナリオ 原発以外にも、電力を作る手段はいくつかあります。三菱重工業は、地熱発
電技術を海外に輸出しています。

9089 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

50代 男性 原発ゼロしなりお 税金で原発を守るな　日立、東芝、三菱　国民の不要企業

9090 個人 会社
員・
公務
員

20代 男性 原発ゼロシナリオ 私自身の職場や住居も、今でも高い線量にさらされています。２度とこのよう
な事にならないためにも、原発をゼロにして下さい！

9091 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

20代 男性 原発ゼロシナリオ 僕等２０代はもちろん、これから生まれて来る子供達、多くは動物、自然を守り
たい。原発に対して詳しいちしきもないですが、「原発って必要かな？」「なん
か今の日本ておかしいな」と思う人は多いはず。もう原発は必要ないと僕は思
います。

9092 法人・
団体等

会社
員・
公務
員

30代 男性 原発ゼロシナリオを
選びます。

・未来に向かって処理しきれないようなものを使うのはおかしい。・より安全な
エネルギーに移行すべき

9093 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 原発０シナリオ 六ヶ所村の頃から運動にたずさわってますが、キヨシロー、ブルハの頃、チェ
ル・ノブイリの頃から反対です！！こんなもの、あっちゃ～いケなイ！！！

9094 個人 家事
専業

40代 女性 原発ゼロシナリオ 使用済核燃料の処理もできないで核のゴミがたまる一方で解決策のないまま
なので元々反対でした。そして作業員は被爆していき、被害者のでることがわ
かっているエネルギーなんてぜったいあってはいけないと思っています。福島
の事故で、これだけ多くの損害がでて廃炉にするためにどれだけの年月と費
用がかかるのか？それでよく低コストといえると思うのです。未来の子どもた
ちのために私たちは今できること、安心して住める世の中にしてあげるのが使
命です。絶対あきらめてはいけない。私たちは昭和の電気を今ほど使わな
かった時代の生活に戻っていいのです。便利のために使う多大な無駄な電気
を本気で減らせば原発なんてなくて十分生活していけるのです。

9095 個人 その
他

60代 女性 原発ゼロ 後始末に何年もかかる危険なものを使ってはならない。

9096 個人 会社
員・
公務
員

40代 女性 原発ゼロ 作業員もいなくなる。

9097 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 原発ゼロ

9098 個人 自営
業

50代 女性 原発ゼロに！！自然
エネルギーへ！！

9099 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 原発ゼロシナリオ 原発ゼロでお願い。
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9100 個人 自営
業

30代 男性 限りなく０！（原発が） 国民感情と事故経験による。

9101 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 原発ゼロシナリオ 出来れば原発・核燃料を使用しないエネルギー資源（自然エネルギー希望）を
使ったエネルギー供給を希望する。積極的に脱原発を希望します。

9102 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 原発ゼロシナリオの
みを推進します。

・法人、個人両面での節電のとり組みを推進して下さい。・自然エネルギーの
とり組みを推進して下さい。・各地の小さな発電で、地産地消型に電気の消費
ができるように仕組みづくりをして下さい。・高速増殖炉「もんじゅ」の廃炉をす
みやかに進めて下さい。・停止した原子力発電所は再稼動させず、廃炉処理
を進めて下さい。私は原発の稼動を望んでいません。原発ゼロシナリオを推
進します。

9103 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

40代 女性 原発ゼロシナリオ 限りある地球の中で、今、自然の中で暮らして、そこに文明が展開されるのが
各国であり、頭と心ある人間社会であるべき、そのために後世にツケをまわし
てはいけない。現状維持ができなかったとしたらそこは、暮らしの方を見直す
べき。

9104 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

40代 原発ゼロシナリオ もう一度、福島のような事故がおきたら、日本は住めなくなるので、将来の子
どもたちが安心してくらせるように原発にかけるお金を自然エネルギーの開
発、普及にまわしてほしい

9105 個人 会社
員・
公務
員

40代 女性 原発ゼロシナリオ 原発の事故で原発のこわさを知りました。原発のことを大丈夫なことのように
知らされていたことが、うそだと知ることでした。原発は死を意味していますよ
ね。違うエネルギー可能なはずです。原発ごとやめて下さい。宜しくお願い致
します。

9106 個人 会社
員・
公務
員

50代 女性 「原発ゼロシナリオ」
を支持します。

今、すぐに原発はやめて下さい。世界の人（アメリカの人さえ）が“何故、日本
は原発を続けるのか理解できない”と言われているのに！！原発にかけるお
金で、知力でもってすれば、再生可能エネルギーへの転換はできます！！

9107 個人 会社
員・
公務
員

50代 女性 原発ゼロシナリオを
指示します。

原発ゼロシナリオを選びます！！２０３０年までにではなく、今すぐに！命より
大切なものは、ありません。生命と原発は共存できません。

9108 個人 家事
専業

30代 女性 原発０シナリオ 未来の子供たちにきれいな地球を残したい

9109 個人 会社
員・
公務
員

20代 女性 原発ゼロシナリオ 全てをすぐ廃炉！！

9110 個人 会社
員・
公務
員

40代 女性 原発ゼロシナリオを
指示

すぐに一基止めれば、日本はまずゼロだ！ゼロでも生活できるぞ！！十分
に！！

9111 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

30代 女性 原発０シナリオ！ 毎日毎日官邸にメールを出していても届きませんでした。残念です。これから
は集団の力で原発をゼロに！！
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9112 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 日本人が生き残るた
めの最良のシナリ
オ。①次の地震が
やってくる前に全ての
原発を冷温停止。全
原発のプールに残る
使用済み核燃料を安
全な地層に処分管
理。以下のことは、以
上のことなくしては手
がつかないはず。②
その上で福島第１原
発の冷温停止。③汚
染地帯の女・子ども
の避難。④汚染地帯
の製作物・海産物の
生産・流通をストップ
し、遺伝子への汚染
をふせぐ。日本人が
生きのこるために！

9113 個人 家事
専業

70代 女性 原発ゼロシナリオ

9114 個人 会社
員・
公務
員

60代 女性 原発再稼動に反対し
ます。「原発ゼロシナ
リオ」を支持します。

すべての原発を廃炉にします。人間の技術をこえに、原子力を制御する力を
今の私たちがもっていない以上、すべての原発をただちに停止し、廃炉にす
べきです

9115 個人 女性 原発ゼロシナリオ まじめにやろう。足るを知るで充分。経済成長はこれ以上は絶対にありえな
い！

9116 個人 60代 女性 原発０シナリオ 原発いらないです。地熱を考えて

9117 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 原発ゼロシナリオ 経済活動と生命どちらが重要かと考えたら、後者が重要だから。福島原発事
故はあってはならない事故であったはずである。それが起こってしまった以
上、政府は、日本国は、その責任および自覚を持ち経済優先という政策を変
えていかなければならない。私の働く企業では２０１０年比で１５％の節電がで
きている。それほど難かしくなかった。エネルギーは十分足りているとも感じ
る。

9118 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 原発ゼロシナリオ また事故らないとわからないのか？

9119 個人 無職 70代 男性 原発ゼロシナリオ 核ハイキ物を後世に残さぬこと。何万年も地カク変動ないと誰が保証する？

9120 個人 自営
業

40代 女性 ゼロにして頂きたい
です。２０３０年までに
安定した自然エネル
ギーへとシフトできる
とうれしい

原子力には無理があります。こわいです。今、経済が回らなくなると脅されて
も次の次の世代に誇れる方がよい。原子力もういらない。今まで東電まかせ
にしていた自分も反省してます。

9121 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

30代 女性 原発０％！ 考えるまでもなく０％にするべき。地球、命、自然を守るべき！

9122 個人 無職 50代 女性 原発ゼロシナリオを
指示します。

福島県内の人達ひなんしている約２０万人　政府の責任で、充分な要求が通
る生活ができるようにして下さい。

9123 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

40代 男性 原発ゼロシナリオ 原発全てを止めて廃炉にしても、ガス・コンバイントサイクル発電に切りかえて
いるから、電力不足にはならない！ガス・コンバイントサイクル発電は、ＬＮＧ
を安価で輸入し、それを燃料にしている！自然エネルギー発電は、あと２０～
３０年先のはなし！

9124 個人 家事
専業

40代 女性 必ず０シナリオで希
望してます

東電は一度つぶして、ばいしょうをキチンとして、すべてを売りはらって、ゼロ
から国民に問うことが正しい順序だと思います。つぶさないことが前ていなん
て、非常識です。これだけ殺人をおかして、さらにこれからひがいが増えてゆく
のがわかっているのに、再かどうなんてキチガイざたです。国として、すでに終
わっていると思います。
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9125 個人 無職 50代 原発ゼロシナリオ ＤＮＡはかいがある

9126 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 原発ゼロシナリオ 帝国政府はかつての戦争で原爆ニヨリ大きなひがいを受けたことを忘れてい
るのか！帝国国民はだんことして原子力をひていする。

9127 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 原発ゼロシナリオ ・一度事故が発生した場合の収束が難しく、その損害補償すら出来ないのに
進めることは反対。・廃棄物の最終処分場も確立されていない。

9128 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 原発０％、事故起こし
たら取り返しつかない

２つ事故が連起したら日本は住めなくなる。

9129 個人 会社
員・
公務
員

20代 女性 原発ゼロ！ 一度の事故で多くの動物、人間が苦しみました。同じ事をくり返さないために

9130 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 原発ゼロ！！即停止
希望

一度事故が起こったら人間の手におえないことは福島事故でわかってるは
ず。同じあやまちは二度とおこしてはいけないと思います。いつまたじしんがく
るかわからないのにかどうなんてありえない。そくていし！！

9131 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

50代 女性 原発はゼロに！ 原発の危険は福島で身にしみてるはず。これ以上のギセイは、出してはいけ
ません。すみやかに廃炉にして下さい。今すぐ廃炉にしても完全になくなるま
で何十年かかることやら、気が遠くなる。未来の子どもたちのために、原発即
廃炉出来る！！！！

9132 個人 会社
員・
公務
員

50代 女性 原発０シナリオ（即停
止）

今すぐでも原発を廃炉して下さい。私たち国民は、再生可能エネルギーを使
いたい！

9133 個人 会社
員・
公務
員

20代 男性 原発ゼロシナリオ　即
停止

9134 個人 学生 10代
以下

女性 原発全て稼動停止 「原発は安全」という神話はもう正しくないです。福島の原発がもう事故にあっ
たのに、なぜ政府はまた大飯原発の再稼動を決定したのでしょう。節電すれ
ば原子力エネルギーはいらないと思います。

9135 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 原発ゼロシナリオ　即
停止

9136 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

50代 女性 ゼロシナリオ 福島原発事故で大量の放射能で汚染された今、日本は原発のあり方を見直
すべきです。人災ということで、安全神話もくずれ、政府・東電も原発ゼロを考
えて下さい。そして、再生可能エネルギーを促進して３０～５０％にするよう願
います
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9137 個人 家事
専業

40代 女性 原発０のシナリオを
のぞみます！すぐに
停止し、廃炉にして下
さい。選択肢の中に、
５％がないのは、ずる
いと思います。１５％
の意見が多くなるよう
にしようとする意図を
感じます。

廃棄物処理の問題について、もっと真剣に議論してほしい。現状の問題点を
世間の人々に広く知らせる必要があるのに、まったく、その努力をしていな
い。まず、国民に事実を知らせて下さい！

9138 個人 自営
業

40代 男性 原発ゼロ・シナリオ いったん事故が起きれば（起きたが）日本のみならず世界中の環境を将来に
わたって汚染・破壊するような原発に未来はない。現代世界のカネの亡者（財
界とそれにゆ着した政界・マスコミ軍事部門）の利益のためにこのような核エ
ネルギーを存続させることは、未来の地球のために絶対に許されないことで
ある。

9139 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

40代 女性 国民投票希望。原発
ゼロシナリオ。

9140 個人 自営
業

70代 女性 原発ゼロシナリオ 福島をみてとんでもない発電方法と思う。原発ゴミをどうするか、この一つを考
えただけでも何が何でも止メなければ。私達は生活の便利さに甘えすぎてい
る！！

9141 個人 自営
業

70代 男性 原発ゼロシナリオ ・危険な原発廃止！・戦争準備の原発中止！

9142 個人 会社
員・
公務
員

50代 女性 原発ゼロシナリオ 原発を再び動かしても又、同じ事故が起こるようですよね。少くとも全部止め
て、完全に安全というところが見えるのを保ちましょう。

9143 個人 会社
員・
公務
員

70代 男性 原発ゼロシナリオ 先ず命第一。命なしの経済なし

9144 個人 無職 60代 女性 処理先の決まらない
原発反対。原発ゼロ
シナリオ

9145 個人 無職 60代 男性 原発ゼロシナリオ

9146 個人 家事
専業

40代 女性 ２０３０年までの原発
依存０パーセントで
す。絶対。

中途半端に１０％とかしてしまうと依存体質からは抜け出せない。国民の意志
は国民投票で決めさせるべき。３つしかオプションがないのもダメ。既存の電
力会社だけでなく自由化させるべき。

9147 個人 会社
員・
公務
員

40代 女性 原発ゼロ

9148 個人 会社
員・
公務
員

60代 女性 原発０シナリオ 必ず被ばくする人を必要とする原発はやめよう。命より経済優先の社会を変
える。原発続ける社会は差別に基づく社会。社会自体を変える。

9149 個人 自営
業

40代 男性 原発ゼロシナリオ 原発をゼロにし、自然エネルギーにシフトすることを強く望む！！理由：人間
が制御できない原発では将来何かが起きた時に不安であるし、そのような物
を未来の子供に渡したくない。

9150 個人 会社
員・
公務
員

60代 男性 原発ゼロシナリオ 原発で働く人の現実を直視して下さい。使用済燃料の処理も全く展望がなく、
即原発を止めて下さい。

9151 個人 自営
業

60代 男性 原発ゼロシナリオ
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9152 個人 無職 60代 女性 原発ゼロシナリオ 国民の生命を守るのが政治だ。すぐに原発をとめなさい。

9153 個人 会社
員・
公務
員

50代 女性 原発ゼロシナリオ支
持

地雷の上でのカーニバルをやめる必要。

9154 個人 その
他

60代 男性 原発ゼロを要求しま
す。

9155 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

60代 男性 原発０シナリオ 福田前首相がダッカハイジャック事件で言っていた「人の命は地球より重い」
…迷言？であったと思うが。まさに、原発は人間が制御出来ない地球上に
あってはならない凶器である。被曝した日本がリーダーシップを持ち、全世界
に先がけ、ＮＯ　ＮＵＫＥＳ　ＷＯＲＬＤを作って行こう！

9156 個人 会社
員・
公務
員

50代 女性 原発ゼロシナリオ 福島をくり返してはいけないと思う。日本の地球の未来のために、勇気ある決
断しましょう

9157 個人 自営
業

50代 女性 原発ゼロシナリオ 「国民」の意見をより民主的に聞く機会を設け、時間をかけて討議、決定して
いくべき課題です。推進派による茶番は許されない。そもそも福島の事故は進
行中であり、責任が全く明らかにされない国家とは何か。国民の一人として厳
しく追求します。「国民生活のため」と野田首相は厚顔にも述べているが、いっ
たいどの国の民について話しているのか。私たち国民の名で語るのはやめて
いただきたい。

9158 個人 自営
業

60代 男性 ０％！日本のみなら
ず人類を滅亡に落と
し込みかねない原発
は全て廃炉に！

ただちに廃炉へ！

9159 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 「原発ゼロシナリオ」 「地震国」の日本で原発が５４基もあることは間違いです。福島の原発事故だ
けでなく柏崎原発も地震で停止中です。火力、ガスはコスト高と言いますが、
原発事故では日本だけでなく世界も消滅です。それを許すことはできません。
再稼動反対！！野田内閣は退陣、そしてＴＰＰ参加反対！！

9160 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 原発０シナリオ 橋下のギマン的な脱原発発言にはとても腹が立ちます。大阪のやからには原
発に口出しするな。原発は今すぐ止めろ！！

9161 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

60代 女性 原発０に、それしかあ
りません。

大企業の電力料金を増やし、家庭に転化しないで下さい。自然エネルギーに
かえていって下さい。それへの国の援助をして下さい。

9162 個人 会社
員・
公務
員

20代 男性 原発ゼロシナリオ 日本の学力と技術があれば原発なしで生活できると思います。日本だけでな
く、世界中原発はどうせへらしていかなきゃなりません。

9163 個人 自営
業

40代 男性 原発再稼動反対で
す。原発０シナリオ

私たちは、未来に今までのご先祖様方が残してくれたように、きれいな水と空
気と土を残していきたい。私たちもいつか、ご先祖様の列に加わるのです。こ
のままでは、ご先祖様にも、未来の子孫にも怒られてしまいます。

9164 個人 無職 70代 女性 原発ゼロシナリオ

9165 個人 会社
員・
公務
員

40代 女性 原発０シナリオ まずは命が大事。命が危ないなら生活も全てうまくいきません。解決どころか
原因さえわかっていないのに！！絶対安全なんてありえません。もう、きちん
と振り返って考えるべきです！

9166 個人 会社
員・
公務
員

60代 女性 原発ゼロシナリオ 福島原発事故、終息出来もしていない。核廃棄物の処理もわからない。誰も
責任をとらない、とれない。そんなことで大地震が起きることが明確なのに、ど
うして止められないの？全て…山河なくしてからでは、とり返せない。
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9167 個人 自営
業

60代 男性 原発０ゼロ！！

9168 個人 その
他

70代 女性 原発０シナリオ。ここ
で私達は過去をふり
かえって、ひとやすみ
（原発再稼動をやめ
て）してブレーキをか
ける必要があります

体は休み休み動かないと研究ばかりしていると体のためになりません。－能ト
レといっても能は休みたい－という川柳がありました。

9169 個人 無職
その
他

60代 男性 原発０シナリオ 原発から代替エネルギーへ即移行することが大切。

9170 個人 家事
専業

60代 女性 原発０シナリオ 原発はいりません。将来の子供のためにも、代替エネルギーを、電力会社を
国営に。

9171 個人 会社
員・
公務
員

40代 女性 原発ゼロシナリオを
選びます。

私たちが始末のできない毒物（死の灰）を生み出しつづける原発。労働者被
曝なしでは維持できない原発。万一の事故（が起こってしまいましたが）の際
には取り返しのつかない被害をもたらす原発は廃止する以外ないと思いま
す。

9172 個人 自営
業

30代 男性 原発ゼロシナリオ 子供達が将来暮らす場所を美しいまま残してあげたいと思います。安全とは
思えない原発でまた事故が起きてしまったらとりかえしがつきません。多少電
気代が高くなっても、自然エネルギーの割合を多くして欲しいです。とにかく、
今のことばかりでなく、未来のことを良く考えてエネルギー政策を作ってもらい
たいです。

9173 個人 その
他

50代 女性 原発ゼロシナリオ 大きな事故がなくても使用済核燃料の処理の方法も決まっていない。地震国
日本に原発は本来建設できないはずです。原発ゼロの安心できる国に住みた
いと思います。

9174 個人 無職 60代 男性 原発ゼロシナリオ 原発を続ける限り、原発のゴミが増えるばかり。ゴミの問題が解決できないの
に、電力が足りないからとおどしをかけて、原発を続けるのは、将来の人たち
に無責任だ。

9175 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

40代 男性 原発０シナリオ 地シンが毎日の様に続く中、Ｍ９クラスの地シンも遠くない将来、おこるという
予測もでている。今回のフクシマの事故で津波、地シンには日本の現ザイ有
る原発はたえられない事が証明されている。この状況で原発を動かすという
のは狂気のサタだと思う。

9176 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 原発ゼロシナリオ 選挙区議員の大島さん、中根さん、近く予想される選挙では、皆さんが次期は
休ませてくれますので、市民と一緒になって運動しましょう。他選挙区の船橋
の野田さん、次は休ませてもらいましょう。

9177 個人 自営
業

70代 女性 原発は、ゼロシナリオ
未来の子、子孫のた
めに。

9178 個人 自営
業

70代 男性 ０シナリオ原発 将来に負担を増加する一方。

9179 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 原発ゼロシナリオ 放射性物質の廃棄物と、嘘と欺瞞にまみれた原子力発電所は、廃止以外の
選択肢はあり得ない。事故責任、誰が取ったかこの国で、誰が取るのだこれ
から先は。

9180 個人 会社
員・
公務
員

60代 女性 原発ゼロシナリオ 地球を守りたい。命が第１。

9181 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

60代 男性 原発ゼロシナリオ
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9182 個人 無職 60代 男性 廃棄物をどうするか
決めてから原発を０
にして下さい！！

9183 個人 その
他

60代 女性 原発０を。

9184 個人 その
他

70代 男性 即廃止すべき。原発
０。測定所立ち上げ
ました。ｉｎｏｃｈｉ．ｍａ
ｍｏｒｕ．ｋａｉ＠ｇｍａｉｌ．
ｆｃ２．ｃｏｍ／

9185 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 原発はいらない。今
すぐ原発依存度０％
に！原発０シナリオで
す。

使用済核燃料の処理はムリ！将来にたいへんな負の遺産を生む原発は、す
べてまず廃炉に！

9186 個人 会社
員・
公務
員

50代 女性 原発ゼロの社会にし
てほしい。

原発は、危険なだけでなく、「安全」に稼動中もたくさんの労働者の被曝がさけ
られません。廃棄物の処理もまったくメドが立たず、これ以上、核廃棄物をふ
やしてほしくありません。子どもたちのために、ツケをのこさず、ただちにゼロ
にして下さい。

9187 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 原発ゼロシナリオ 原発が可なのか不可なのか、せめて最初に推進したときのプラス、マイナス、
やめた時のプラス、マイナスを平等に国民に示すべきです。そのあと、国民の
声をしっかりきいて下さい。それが本物の民主主義だ！！！

9188 個人 無職 60代 男性 原発０シナリオ 今の政治判断は違っている。企業優先は止メ市民の目線で。

9189 個人 会社
員・
公務
員

60代 男性 原発ゼロシナリオ 未来のない原発を日本から、世界からすべてなくすために、日本政府は努力
する義務がある。福島の民のためにも

9190 個人 その
他

20代 女性 原発ゼロシナリオ 日本という国が原子力に頼るという事がそもそもおかしいと思う。

9191 個人 家事
専業

60代 男性 原発ゼロシナリオ

9192 個人 無職 60代 女性 原発０シナリオ 今回の東日本での福島第一原発事故では今だに戻ることもできず、高い放射
線を出し続けている。政府は国民のため、経済のためといっているが「人の
命」はどう考えているんだろう。今だに何もできない、原発を続けるのではな
く、私たち一人ひとりが、原発をなくする方法を考えていくことが大事である。

9193 個人 自営
業

50代 男性 原発ゼロシナリオ 再生可能エネルギーを選択しよう。

9194 個人 その
他

40代 女性 「原発ゼロシナリオ」
を選びます。

原子力は、いらない。危ないものは、止める。節電は、できる。命を犠牲にする
経済は、ありえない。

9195 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 原発ゼロシナリオ 「２０３０」年ではヌルい。「ただちに」原発を停止しなさい。電力供給に「ただち
に」影響がないことは証明されている。２０３０年までにもし大地震がおきれ
ば？

9196 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

30代 女性 原発０シナリオ もう一度福島と同じような事故が起きたら、国家として立ち直るのは難しいと
思う。今の技術で、原発０絶対可能。被災された方達のことを見て考えれば、
脱原発は当たり前。原発は安全だと言われてたけど、事故が起きた。もう政府
（推進派）の言うことは信じられない。

9197 個人 会社
員・
公務
員

50代 女性 ☆原発０シナリオ！
原発は要りません！

ナメてますか…。汚くて危険極まりないでしょう。人間の精神まで汚染してる
じゃないですか（既に）。国力を強めるなら食糧自給、国土自然との共存、国
民性資質の向上をさせる事が第一でしょう。（当然）（自然の理）
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9198 個人 家事
専業

30代 女性 原発ゼロシナリオ 福島事故を忘れるな！！地震は毎日来ていてポンコツ原発がもれまくってし
まう！！子供と未来の日本、世界のために原発をゼロに！！

9199 個人 自営
業

60代 男性 原発ゼロシナリオ エネルギー自給の中心課題は安全第一だと考えます。核廃棄物処理も出来
ない現状では、すぐにでも全ての原発を停止して、再生エネルギーを開発する
ための予算を十分とる政策をとるよう要求します。

9200 個人 自営
業

40代 女性 原発０シナリオ。原発
はいらない。原発再
稼働反対。未来の子
供達のために原発の
無い社会を。

9201 個人 無職 60代 男性 原発０％シナリオ
を！

第２の福島が発生したら私達の日本は終わり。事故が起きなくても使用済核
燃料（廃棄物）の処理をどうするのか？核放射能を制御する技術を持たない
人類が核発電所（原発）を持ち続けるということは経済的にも倫理的にも許さ
れないこと。

9202 個人 家事
専業

60代 女性 原発の廃棄物は人間
が処理しきれない恐
ろしい物です。現存す
る５４基の処分もどれ
ほどの年月と金額を
要し、環境を破かい
するものかわかって
いるはず。ゼロにして
欲しい。原発ゼロシ
ナリオ

大切な地球を守らなければならない。日本は異常な数の原発を有していま
す。どうかしている。バカな日本だと思う。子供達の未来をなくしてはいけな
い。今ある原発をどのように鎮めていけるか疑問です。地震はひんぱんに起
きていて、施設が壊れていくのは目に見えています。世界でも原発を無くして
いかなければいけません。日本はまずこの事故を起こしたのだから一番に止
めるべき。

9203 個人 家事
専業

70代 女性 原発のヒガイを救え
ないのに再稼動は絶
体に反対

政治家は利権のため原発を稼動する。なさけない。人間動物を国土をすくって
から考えよう。お金がそんなに欲しいのか！お金では人は生きられない

9204 個人 家事
専業

60代 女性 原発は絶対反対で
す。

日本をほろぼさないために日本国、日本人を守るために原発は全部止めてエ
コ、自然エネルギーを使って日本独自のエネルギー開発をどんどん開発して
いって下さい。お願いします。

9205 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 原発は即時停止して
もらいたい。

・危険である。・経済性がはっきりしていない。・廃棄物の処理方法が確立して
いない。

9206 個人 会社
員・
公務
員

40代 女性 原発の即時停止を求
めます。

日本は現在、地震の活動期に入っています。稼動中の原発がもし再び福島の
ように地震にみまわれ、事故が起きた場合停止している原発とは比較になら
ない過酷事故となります。日本には（世界にも）もう２度と地球環境に放射能を
ばらまいて汚染する余裕はありません。“理性を働かせて”すみやかに停止を
して頂きたく切望します。

9207 個人 自営
業

50代 女性 自然エネルギーに！
日本が変わる時で
す。

原発はいりません。電気はたりています。健康で明るい未来を！日本も、地球
にも。

9208 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

30代 女性 原発に頼らない生活
を。東京ガス・大阪ガ
スをこれから主とす
る。

9209 個人 家事
専業

40代 女性 原発ゼロの社会を目
指す

日本は下山の時期を迎えています。未来のためにも今こそ決断をし、原発を
ゼロにしていく道へと進むべきです！地球は生きとし生けるもの全員のもので
す。人間のものだけではないです。

9210 個人 自営
業

60代 男性 完全廃止にしてもら
いたい。日本の５２基
の原発が、福島と同
じ様な事故になった
事を考えなければい
けない。

9211 個人 自営
業

60代 男性 脱原発 高レベル廃棄物のすて場がない。人の体にたとえれば「死」を意味する。
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9212 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 原発は、即時ゼロにしてほしい。使用済核燃料の処理も決まってなく、何万年
も管理するのは、地震大国日本では難しい。火力や、自然エネルギーで代替
できるはず。電力会社や政府、マスコミは、原発なくても、エネルギーが足りる
ことを正直に話すべき。

9213 個人 会社
員・
公務
員

男性 ＳＴＯＰ　ＥＶＥＲＹ“ＺＥ
ＲＯ－ＳＥＮＨＲＹ
Ｏ”！ＧＥＮＰＡＴＳＵ
－ＣＯＭＰＡＮＹ！

Ｓｔａｎｄ　ａ　ｎｅｗ　ａｇｅ　ｉｎ　Ｊａｐａｎ！Ｗｅ　ｄｏｎ’ｔ　ｎｅｅｄ　Ａｔｏｍ　ｐｏｗｅｒ！Ｗ
ｅ　ｈａｖｅ　ｂｅｔｔｅｒ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ！“Ｎｏ　ｒｉｓｋ”ｆｏｒ　ｔｈｅ　ｐｅｏｐｌｅ！

9214 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 原発ゼロシナリオ 放射性廃キ物は、人と相入れません。生活を守るなら、原発は不要です。

9215 個人 学生 10代
以下

男性 原発ゼロシナリオ 原発はなくす。ノーベル賞とる。

9216 個人 学生 10代
以下

男性 原発ゼロシナリオ 原発いらない！国民全員で考えて、どうするか決めるべき！政治家が勝手に
決めるな！若い人達ももっと考えるべき！いつかオレ達が国を変えてやる！

9217 個人 学生 10代
以下

男性 原発ゼロシナリオ 原発はいらない！！！

9218 個人 学生 10代
以下

男性 原発ゼロシナリオ デモなどでもっと若い人が参加するべきだと思う

9219 個人 自営
業

50代 女性 ゼロシナリオ 命を脅かすエネルギーなんてダメに決まってるでしょ！

9220 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

30代 女性 原発０％シナリオ 自然エネルギーをたくさん利用して原発をなくしてほしい。福島でのあの住民
の悲しい顔…なんとか日本が安全でくらせる国にしてほしい。

9221 個人 家事
専業

50代 女性 原発０シナリオ

9222 個人 その
他

60代 女性 地震国日本が原発を
持つのは、あまりにも
危険。廃棄物の処理
さえままならないもの
を、目先の利益だけ
で持つことの愚。脱
原発、原発０％を主
張します。

9223 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

40代 女性 原発は再処理も含め
てすぐに止めてほし
いです。

私は安全な原発というのは存在しないと思います。地震津波がなくても、テロ
や飛行機が落ちたり、又は人のミスなど又はそれらが重なれば危険だと思い
ます。又再処理工場は動かすだけでも原発よりもずっとたくさんの放射性物質
をたれ流すとも聞いています。子や孫の代に、顔向けできないような“モノ”は
すぐに止めた方が良いと思います。それよりも、お金や人を自然エネルギーな
どにふり向けた方が良いと思います。原発に使うお金は、福島の人の保障や
廃炉にむけてのみで良いのではないかと思います。原発にためこんだたくさん
の放射性物質をどうするのかに皆の知恵を使った方が良いと思います。科学
にも倫理が大切です！

9224 個人 学生 10代
以下

女性 できるだけ早く原発を
止めてほしい。大飯
原発の再稼動も撤回
して、すぐに止めて。
もう２度と福島や広
島、長崎のようなこと
は起きないようにして
ほしい

原発は事故がおきたときに多くの人の健康をうばいます。原発がある限り私
達は安心して生活することはできません。また、原発は海の水を取り込むの
で、海の自然を汚し、生命体にも影響を与えます。人間は自然を支配するほ
どえらくありません。だから、絶対に再稼動はやめてください。お願いします。
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9225 個人 無職 50代 男性 原子力発電はきわめ
て不完全かつ危険な
技術でありとくに世界
最大の地震国日本で
は即時停止し数十年
かけて廃ろにすべき
だと思う。

放射性廃棄物は万年単位での危険を伴い、事故を起こした場合、経済的にも
合法性がない。原発廃止を国定にすれば、日本に新エネルギー技術開発の
推進が高まり、新しい時代を切り開くものになる。未来への責任をうまく現世
代は考えるべきと思う。

9226 個人 その
他

40代 女性 日本に核は要りませ
ん

全原発の即時廃炉を求めます。生命をおびやかすものはいりません。政府、
マスコミの嘘をあばき、利権にむらがる人々に制裁を！

9227 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 ①原発０％で既に大丈夫。日本全体の電力需要を見ると今まで水力、火力の
みでも常に供給が上回っています。よって今後も火力（天然ガス）中心で行な
うべき　②核のゴミの問題は既に解決不能　③放射能汚染は数１０年なくなり
ません。よって０％にして汚染と核のゴミの問題に真剣に向き合うべき

9228 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 原発すべてをなくすこ
と。今すぐ早く。再生
可能エネルギーに公
民、すべてのお金を
ついやすこと。電力
会社をすくう政策をや
めること。原発を止め
る事で電力会社がつ
ぶれるならつぶし、国
有化する事に国のお
金を使う事。

火力発電は石油や石灰だけではないはずです。コンバインドサイクル発電な
ど新しく環境にもやさしく、燃料もまだまだたくさん取れる発電法があるはずで
す。天然ガスの発電を再生可能エネルギーでまかなえるようになるまで使うべ
きです。なぜ天然ガスの発電がクローズアップされないのか不思議でなりませ
ん。今一番原発に対する脅威であるからなのですか？

9229 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 少なくとも今後１０年
以内には日本国内に
ある全ての原発を廃
止するように。期限を
定めてそれを実行し
て下さい。

今すぐの廃止は最も望ましいが、あまり現実的ではないと思う。ただし、全原
発を廃止する方向へ政策を転換し国民に約束してもらいたい。日本には技術
力も地熱発電に適した環境もあるのだから。いつまでも原発に頼ったところで
最も高くつくエネルギーであることは国民の目に明らかになったのだから。

9230 個人 無職 60代 男性 ①福島第２原発の廃
炉を国も東電もまず
決断すべき。

時は移り過ぎ記憶は風化するものです。この苦しみは広島、長崎の万分の一
かも知れない。でも、やはり苦しいのです。そして次の事…第２原発のことが
心配なのです。これを再稼動しようとする時代が来るのでは…と。人はオロカ
です。忘れるのです。忘れる前にこの苦しみを廃炉という碑を建立することで
伝えたい。このままでは死に切れない！！

9231 個人 会社
員・
公務
員

40代 女性 「原発ゼロシナリオ」
を支持します。

地震大国である日本で原子力発電はキケン極まりなく、事故が起こると日本
はおろか世界、また後世にまで甚大な被害をもたらす。交付金や誘致に要し
た金額（また、事故の補償金）を入れると他のエネルギーよりコストがかかる。
クリーンでお金のかからない自然エネルギーに今すぐ転換すべき。

9232 個人 自営
業

70代 男性 ゼロシナリオ 原発の危険は、人類の滅亡につながります。

9233 個人 その
他

30代 男性 原発ゼロシナリオ 命より大切なモノなどない！自分のケツは自分でふけ！自分にウソをつくな！

9234 個人 自営
業

20代 男性 原発ゼロシナリオ 福島の原発問題があるにも関わらず大飯が動いてしまうこの現状を見ても、
あきらかにおかしい。国会の前でのデモ（金曜にやっている）の声もはんえい
されていない。どう考えてもけいざい的なプレッシャーがあるとしか思えない。
命の問題であると考えます。

9235 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

50代 男性 原発ゼロシナリオ 原子力発電所は全て廃炉にした方がよいと思うから

9236 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 原発ゼロシナリオ 原発（核燃発電）に関する現実の問題と向き合うべきだ。世界の中でも日本が
占める面積の割合は小さいにもかかわらず、地震の多い日本で続けるのはリ
スクが大きすぎる。原発立地自治体の経済については送配電分離を進めな
がら、地方で作った電気を他の所に売ることができるようにすべきであるし、そ
の策について、議論すべき課題だ。地球温暖化の議論を利用しようとしている
ことがあるが、放射性物質（毒物）の放出との比較はありえない話だ。現在、
老朽化、活断層などの問題によって、基本的に動かすことはできないはずだ。
「１５シナリオ」「２０－２５シナリオ」が出てくること事体がおかしいのだ。
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9237 個人 会社
員・
公務
員

40代 女性 原発ゼロシナリオ 神戸バイオガスなどその地域自身でエネルギーを供給し活用できるように電
力システムを確立する手助けを。原発に変わる経済発展を進めることが日本
をも救われる事だと思います。

9238 個人 自営
業

30代 男性 原発ゼロシナリオ パブコメの結果が、実際の政治にいかに反映されるのか、その成行を見守り
たいと思います。

9239 個人 自営
業

40代 女性 原発ゼロシナリオ

9240 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 原発ゼロシナリオを
選びます。

イタリアやドイツなど先進国ではもうすでに国民の「脱原発」の意志が高まって
いるのに、この国では政府が国民の意見を聞かずに押し進めて行こうとして
いるのはどういうことか？自分たちで美しい日本を残していこう。

9241 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 原発ゼロシナリオ ・安全が確立されていない。・廃棄物が永遠に残ってしまう。

9242 個人 その
他

30代 男性 原発ゼロシナリオ 現役世代は次世代に、生まれてきてよかったと思える世界を残すべきだと思う
から。

9243 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

40代 男性 原発ゼロシナリオ 今すぐ、日本のすべての原発を止めなければ、地震たい動期に入った日本で
は、危険です。代替エネルギーへ転換を。

9244 個人 その
他

60代 男性 ０シナリオ 放射性物質は３０万年たっても（福島の）人類の生存に悪影響を与えるもので
あるからもう二度と美しい国土（日本）を汚染させない為に。

9245 法人・
団体等

再生可能な自然エネ
ルギーを利用し、原
発ゼロを達成する。

原発は「安全性」が仮りに確保されたとしても核廃棄物処理が未解決の段階
で、再稼動は絶対に認められない。再生可能な自然エネルギーの利用技術を
計画的に開発し、多少の電力不足は消エネ技術の開発や節電に努めれば、
原発ゼロでもやっていけると思う。

9246 個人 自営
業

40代 男性 原発ゼロシナリオ 原発に対するマイナス面をかくし続けていた事実をあきらかにして欲しい

9247 個人 自営
業

40代 男性 「原発ゼロシナリオ」 原発はいらない！

9248 個人 自営
業

40代 男性 原発ゼロシナリオ。 廃棄物処理技術の確立もなしに原子力発電などありえない。

9249 個人 自営
業

50代 男性 原発ゼロシナリオ 来たるべき日が来ました。この日が来るまでは、商売を黙って続けても皆なは
辛抱していました。この日が到来したので、約束通りゼロシナリオへ舵を切っ
て下さい。

9250 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 原発ゼロシナリオ １つでも原発があれば、事故リスクが必ずあり、事故によりふるさとをうばわれ
る人が今後も現れるリスクがある。絶対安全という事はあり得ない。日本の美
しい国土をこれ以上汚染させてはならない。

9251 個人 その
他

20代 女性 原発ゼロシナリオ 子どもたちが、元気よく外で遊べるようになるように。人間、大人自分達が、自
分らで作った物によって子どもたちが外に出るのをおびやかされるのはおかし
い！！！

9252 個人 会社
員・
公務
員

40代 女性 原発０シナリオ まだ生まれたばかりの命を奪う原発は必要ないと思う。野菜もダメ肉もダメ魚
もダメ、米もダメ食べる物がなくなってしまった。もっと人々が健康に生きる為
の環境づくりに力を入れてほしい。

9253 個人 家事
専業

50代 女性 原発ゼロシナリオ 処分できない原発はいりません。自然エネルギーに変えて、自由競争にすべ
きです。東電はやめて！（電力発送の分離と自由化）
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9254 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

20代 女性 原子力発電から作るエネルギーのデメリットが、多い大きすぎる。少なくとも、
日本で全く、止まろうとしない地しんの土地で、向いたエネルギーではない。火
力、水力、地力、国力、他のエネルギーを今すぐ選択したい。

9255 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 今すぐ原発を止めて
もらいたいと思いま
す。大飯原発もすぐ
に止めてもらいたい
です。

原子力発電はいりません。自然エネルギーへの転換をすぐに始めるべきで
す。

9256 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

40代 男性 原発ゼロシナリオ 原発ゼロシナリオを選びます。日本の自然エネルギーを推進し、国民の幸せ
を実現する社会を実現し、一日も早く原発をなくして下さい。

9257 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

30代 女性 原発ゼロシナリオを
選びます。

原発ゼロシナリオを選択します。自然エネルギーの研究開発を推進して下さ
い。地熱発電など、地域の特色をだした発電方法、地産地消を中心とした経
済活動の変化を、進めて下さい。

9258 個人 会社
員・
公務
員

40代 女性 原発ゼロシナリオ ・命をおびやかすエネルギーはいりません。・未来に負かを与えるエネルギー
はいりません。・福島原発事故が何も収っていないのに、日本中の原発を稼
動させることは許せません。・命が第一の世界がほしいです。・原発止めましょ
う。政府の皆さん、怖がらなくていいんです。これが市民の声です！！

9259 個人 無職 70代 女性 原発ゼロシナリオ 地震国に原発はいらない。

9260 個人 自営
業

50代 女性 原発ゼロシナリオ 福島原発をみて、もう、今の日本、今の人類には、原発は無理とよくわかりま
した。よって、ゼロです。

9261 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

30代 女性 原発ゼロシナリオ 原発がなぜ必要か、もっと詳しく説明してみろ！！きっと出来ないでしょうね。

9262 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 原発ゼロシナリオ メルトスルー後の燃料はどうなっていますか？原発は絶対Ｎｏ．です！

9263 個人 その
他

50代 女性 原発ゼロシナリオ 今を生きるモノ、未来を生きるものを犠牲にしてしか成り立たない原発を扱うこ
とは不遜だ！！

9264 個人 自営
業

30代 男性 原発０シナリオ 未来をつくりたいです

9265 個人 無職 60代 女性 原発ゼロシナリオ 原発をゼロにしなければ人類に未来はありません。人類を今、生きている人
だけで終らせてはなりません。地球は人類だけのものでもありません！！

9266 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 エネルギー問題は国
のお金のかけ方次
第。原発ゼロシナリオ
を推進！！

反対行動の盛り上りを期待します

9267 個人 自営
業

50代 男性 原発０シナリオ 原発はいりません。子供の、日本の、地球の未来を守ろう

9268 個人 無職 60代 男性 原発ゼロシナリオ ・身の丈を越えた技術で子孫にゴミ危険物を残すのは無責任です。目先の生
活の都合だけの判断が悲しい。

9269 個人 40代 男性 原発ゼロシナリオに
さんせいです。

一度事故をおこしたらとりかえしのつかない原子力政策よりも再生かのうエネ
ルギーをもっととり入れてください！！

9270 個人 その
他

40代 女性 原発は、後の世代に
負の物を多く残すこと
から、廃止してほしい
です。（原発０シナリ
オ）

３０年後とはいわずもっと早く０％に！！事故がおこると、日本だけでなく、他
の国々にも大きなひがいをおよぼします。
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9271 個人 その
他

30代 男性 原発０シナリオ 福島県のあぶくま山系のふもとに住んでいました（川俣町）。田んぼや畑、薪
のあるくらしをしていましたが、原発事故の影響で避難せざるを得なくなってし
まいました。避難区域にも指定されませんでした。が、あらゆるものが汚染さ
れ、自分やまわりの人々の暮らしも、人間関係を壊されました。少しでも危険
のある原発を「安全」と言いつづけて事故は起こりました。被害にあった身とし
て、少しでもリスクのある原発は、一つもいりません。一度でも事故が起きたら
とり返しのつかない影響があまりにも大きいから。

9272 個人 30代 女性 原発ゼロシナリオ 一度起きてしまった事故をかえりみないまま、安全神話をうたい続け、原発再
稼動していることは“安全”の理にかなっていない。子供たちの命の危険を最
優先に考え、原発ゼロで再生できる日本を世界に誇りたい。

9273 個人 その
他

60代 女性 原発ゼロシナリオ 未来の為に原発はぜったい！やめるべき！！！

9274 個人 会社
員・
公務
員

50代 原発即時０％ 自然エネルギー転換に向けて、すぐに法制化。原発と自然エネルギーの問題
はセットで議論するべき。

9275 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 原発の無い未来を希
望。「原発０シナリオ」

福島の人をまずは助けてあげて下さい。お願いします。

9276 個人 その
他

50代 女性 原発ゼロシナリオ！

9277 個人 家事
専業

20代 女性 原発ゼロシナリオ 原発の再稼動はしないで下さい。私も電力を使う暮らしを見直し、今はなる全
く洗たく機を使わず手洗い、テレビはなるべくつけない、エアコンつけないなど
日々の暮らしの中で努力しています。政治の中でも電力を少しでも使わない
工夫をもっとして下さい。再生エネルギーをもっと活用する社会を作りましょ
う！

9278 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 原発ゼロシナリオ 原発再稼動Ｎｏ！

9279 個人 家事
専業

60代 女性 「原発ゼロシナリオ」 ・原発系の作業員の被爆という犠牲の上に私達は生活を営なむ権利はありま
せん　・“排泄物”の処理もないまま「汚物」を出し続けても平気という感覚は異
常です。・原発下の地震（断層など）のキケンがある事を知った上での判断は
ＮＯが正常。

9280 個人 その
他

70代 女性 原発ゼロシナリオ 日本の宝は自然の恵み－海、川、大地、森林を放射能で汚してはいけな
い！！

9281 個人 会社
員・
公務
員

60代 女性 原発ゼロシナリオ 原発は先のばしても意味がない。先のばしただけ。

9282 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 原発ゼロシナリオ 代替エネルギーを活用すべき。原発を扱うには、危険すぎる。

9283 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 原発ゼロシナリオ 原発なくても、電力は足りるはず。住めなくなる土地をつくる原発は稼動不可。

9284 個人 自営
業

40代 原発ゼロシナリオ 代替エネルギーでやって行きたいです

9285 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 原発ゼロシナリオ 原発は今すぐにでも０にしてもらいたい。経済は人間が生きていてのもの。経
済優先の考えを改め人間優先の考えで進めて欲しい。
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9286 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 原発ゼロシナリオ 原発事故の原因究明をきちんとせずに再稼動はおかしい。最終処分も決まっ
ていないし地震大国でどうして安全が確保できるのか？

9287 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

40代 女性 原発ゼロシナリオを
選びます。

核ゴミをこれ以上ひとったりとも増やして欲しくないです。後世代にこんな恐し
いもの、ツケを残してはいけないと思います。今、産みの苦しみの時です。多
少の不便があっても将来安心して暮らしていける政策へ、世界中の手本にな
る様な本当の意味での賢いエネルギー政策へ転換してください。

9288 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 原発ゼロシナリオ 大飯原発の再停止をお願いします。一つの原発もいりません！！

9289 個人 学生 10代
以下

女性 原発ゼロシナリオ 原発をうごかさないで下さい。

9290 個人 原発ゼロシナリオ 大飯原発の停止　日本に原発はいらない。

9291 個人 20代 女性 原発０シナリオ 核廃棄物がきちんと処理できないのなら、原発は使うべきではないと思いま
す。未代まで危険なものを地球上に残したくない。

9292 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

20代 女性 原発ゼロシナリオ

9293 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 原発ゼロシナリオを
支持します

大型ショッピングセンターやタワービル等大量の電力を必要とする建物をこれ
以上増やさないように。エネルギー供給と共に消費する側の事も考えてほし
い。

9294 個人 会社
員・
公務
員

40代 女性 原発ゼロシナリオ すべて自然エネルギーにしてください。太陽光・地熱・バイオｅｔｃ…。未来の子
どもたちのために安全で美しい日本をつくっていきたい！！

9295 個人 その
他

50代 女性 原発ゼロシナリオ 地震国である日本は絶対安全の“絶対”は無い！！！“二度とくりかえさない”
というフクシマをくりかえしてくれるな！！

9296 個人 会社
員・
公務
員

60代 男性 原発ゼロシナリオ 海外に企業が出て行く。そんなのは２０１１．３．１１以前から安い労働力を求
めてやっている事です。観光産業・第１次産業はひどい目にあっています。何
が経済だ、経済知らず「このど素人が」と言いたい。

9297 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 原発ゼロシナリオ 原発問題に、結論を出しかねています。理想を言えば、原発ゼロです。しか
し、ただちに止めることは現実的ではないという思いもあります。多くの産業は
電力なしにはあり得ないからです。昨年の計画停電でそれを実感しました。景
気の衰退や失業問題など、産業の衰退が招く事態は実に深刻です。我々は、
当然のことながら脱原発を目指さなければなりません。それに代わるエネル
ギーについてもっと活発に話しあわなければならないと思います。単に、原発
に反対するのみならず、合わせて、そういう機械も設けて頂ければと思いま
す。

9298 パー
ト・ア
ルバ
イト

60代 男性 原発ゼロシナリオ 原発は稼動するごとに汚物を出している。日本は原子爆弾でひどい仕うちを
受けているのになぜ原発なのか。孫のためぜひ原発ゼロをめざし闘います。

9299 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

60代 男性 原発ゼロシナリオ 原発になんとなく疑問に思っていました。しかし、３．１１福島第１原子力発電
所の大事故と放射能放出で、考え方が甘かったと思いました。収束の目途が
たたず、福島県民と日本国民に不安を与えています。この現実を見れば、原
発ゼロは当然と思えるようになりました。再稼動はとんでもないです。止めてく
ださい。
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9300 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 原発ゼロシナリオ 別で、使える、未来の笑顔に何世代にも繋がっていることを大切にしたい。

9301 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 「原発０シナリオ」

9302 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 原発ゼロシナリオ 世界有数の地震大国の日本が世界有数の原発大国になっていること自体、
国民の命と豊かな自然を守ろうとしていない。ウソとまやかしの情報操作は、
もうなしにしてほしい。また何よりも事故が起きなくても子孫に放射性物質とい
う負の遺産を残すことになる。よって原発はいらない。ゼロです。自然エネル
ギーで十分やっていけます。

9303 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 原発ゼロシナリオ 原発の無い社会にしていきたいです！！

9304 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 原発ゼロシナリオ 国民の声を聞いて、今後のエネルギー政策の再考をお願いします。事故が起
きた際の被害の大きさから考えて、原発は即事、廃止の方向で動くべきです。

9305 個人 自営
業

50代 女性 原発ゼロシナリオ 再稼動反対！

9306 個人 無職 60代 男性 エネルギー生産技術
としてウラン燃料（プ
ルトニウムｍｏｘも含
めて）使用は絶対悪

憲法９条精神に真向から反対していること。即ち、核兵器、劣化ウラン弾、そ
れに準ずるあらゆる非人道的武器を商業化することは、いずれ福島のような
事故を再来し、原発工場へのテロを招来する。福島原発事故の総括機の内に
再稼動は、１９４５年以降二度めの＜敗戦＞を結果する。

9307 個人 家事
専業

50代 女性 廃棄物の処分場所
は？

原発０に！！

9308 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

40代 女性 原発ゼロシナリオ ・福島原発の収束、原因究明なくして再稼動はあり得ない。・核のゴミを処理
するのに万年単位。こんな危ないモノはいりません。

9309 個人 無職 60代 女性 原発ゼロ 脱原発にむけてこの力を広げたい

9310 個人 会社
員・
公務
員

50代 女性 原発ゼロシナリオ 大変キケン。野田首相に事故の「責任」はとれない。ウリとデマで推進はやめ
て下さい。人々のくらしがあってこその世の中です。ぜひおねがいします。

9311 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

50代 女性 原発ゼロシナリオ 子ども達の未来を安心・安全なものにしたい。原発はなくして下さい。大飯原
発停止を。

9312 個人 無職 70代 女性 「原発ゼロシナリオ」
を選びます

将来孫、子の命を守るため。原発をすべて無くしたいのです。

9313 個人 自営
業

60代 男性 原発ゼロシナリオ　核
廃棄物が処理しきれ
ません。

ダメデス！！核廃棄物を処理しきれない現在、原発はあり得ない！！

9314 個人 会社
員・
公務
員

60代 女性 ２０３０年までに原発
０（ゼロ）

すぐに原発０を！
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9315 個人 その
他

60代 女性 原発ゼロシナリオ 原発は不要です。

9316 個人 自営
業

40代 女性 「原発ゼロシナリオ」
を支持します。

自然エネルギーで豊かに安全に生活する世の中を望みます。原発をやめる
勇気を持って下さい！！

9317 個人 自営
業

70代 女性 原発０シナリオ 原発のゴミ処理問題　自然エネルギー推進

9318 個人 その
他

60代 男性 原発しなりおゼロに
する事

子供の為。

9319 個人 家事
専業

60代 女性 原発０シナリオ 自分達の便利さのために出た廃棄物を何万年も地球の下深くうめるというの
は狂気のさたとしか言えません。私たちは原発のない時代も生きてきました。
原発がなくてもやっていけるということを示していきたいと思います。

9320 個人 会社
員・
公務
員

60代 男性 原発ゼロシナリオ 再稼働絶対許さない！

9321 個人 無職 60代 男性 原発ゼロシナリオ 全原発の停止。政府は国民の声をきけ。

9322 個人 無職 60代 男性 原発０シナリオ

9323 個人 家事
専業

50代 女性 原発０シナリオ

9324 個人 会社
員・
公務
員

70代 男性 原発ゼロシナリオ ほうしゃのうが出たらもうどうにもならない。誰も責任はとれない。そんなものを
つくるのは絶対にだめですよ。みんなのいのちを守ろう、ほうしゃのう汚せんに
あわない者はないのだから。

9325 個人 自営
業

60代 男性 脱原発　原発０シナリ
オ

経済のためといって世界中に原発を人類が作ったら絶対人間はこれをコント
ロールするのは不可能。自然をなめたらいかん。放射能は人間の遺伝子を破
壊する。遠い未来の人間は今の型をしているだろうか。奇型人間が普通の人
間だったりして！！

9326 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 原発ゼロシナリオ 地震列島日本に原発は命取り！日本に避難箇所は沖縄県しかなくなる！

9327 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

30代 女性 原発ゼロシナリオ 原発のない世界に！未来の子供達に安全な世界を！

9328 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

40代 男性 原発０シナリオを選び
ます

もっと省エネルギーの取組みを進めて下さい。無駄なエネルギーが多すぎる
と思います。もっと節電できると思います。現代人はぜいたくに慣れすぎてい
ます。必要なところと不安なものを、区別して、もっと大人の社会にしていきた
いです。

9329 個人 自営
業

60代 女性 原発ゼロシナリオ。一
刻も早くゼロにすべ
き。

日本のような狭い国土には逃げ場もなければ、廃棄場にあてる無駄な土地も
ありません！！そんなことは初めっからわかっていたことです。知らないふり、
見えないふりをする強欲な大人であることを即刻ストップして、良心に従って子
孫に日本の国土を残さねばなりません。

9330 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 原発０％シナリオ 地震大国、狭い日本に原発を作ってきた事じたい誤りです。行き場のない放
射能ゴミはどうするのですか？半減期を考えれば今すぐ原発０％にしましょ
う。リスク＆コストが高すぎます。明日も安心して安全な空気が吸いたいです



整理
番号

個人/
法人等

職業 年齢 性別 ご意見の概要 御意見及びその理由

9331 個人 会社
員・
公務
員

40代 女性 原発ゼロシナリオ 人間の力を超えたものを稼動させるのは絶対におかしいと思います。

9332 個人 自営
業

60代 男性 原発ゼロシナリオ 再稼動反対

9333 個人 自営
業

30代 男性 原発ゼロ案を支持し
ます。

原発立地自治体の地場産業をすいたいさせた責任が私にはあります。原発
立地自治体が漁業、農業、商業、工業、観光業などで地域経済が成り立つま
での間、私たち国民一人一人が税金で支えていきましょう。脱原発依存の真
の産業を立地自治体に一人一人が協力して育てていきます。

9334 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

20代 男性 原発反対！０％！ これだけの反原発運動を無視できるのが信じられません。１００％の安全保障
を説明して下さい。原発を動かすのならば。

9335 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 原発ゼロシナリオ 原発は百害あって一利なし。エスカレーター、自動ドア、自動水洗、過剰な照
明、それからなくても全く困らないものを使いつづけるためだけに、命をおびや
かし、子々孫々に悪魔のような廃棄物を残す原発を動かすなんて愚の骨頂。
ライフスタイルを変えて、自然エネルギーに替えるべき。

9336 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 原発ゼロシナリオ 開かれた議論を！！外交上、核兵器をもちたいのは、もっともだけど、５４機
はいらない。核兵器にかわる戦力や兵器を見つけ出すべき。だから、いんぺ
いなしの開かれた議論を。

9337 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 原発ゼロシナリ
オ！！！

・２０１１．３．１１以来、こんなに、真面目に大きな意味での将来と責任を考え
たことがありません。「不安」と一緒には生活したくはありませんし、「不安」を
残したくはないです！！原発が、全ての原発が、止まった時の安心感。私たち
には、原発ゼロでも充分生きられます。

9338 個人 自営
業

50代 男性 原発ゼロシナリオ
を！！

原発を本当に必要なのは、国民では無かったことが明白になった今、すぐに
止めてください。おねがいします。

9339 個人 会社
員・
公務
員

60代 男性 原発０シナリオ 安全というなら、首相官邸、東電、原発メーカー本社内敷地に１基ずつ置きな
さい。

9340 個人 その
他

50代 女性 原発ゼロシナリオ 収束したと言えないうちに再稼動反対の声も聞こうとせずに、危ないままで稼
動する状況で不安がつのっています。ホットスポットとなってから、友人知人が
転出７名＋子ども４人です！千葉の知事も最終処分場が決まらないのに一時
保管（放射能焼却灰）場所を安孫子・印西と決めたというのも大変一方的で国
民・市民をどう思っているのか！

9341 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 原発ゼロシナリオ 危険な原発はいらない

9342 個人 学生 20代 男性 原発ゼロシナリオ 自然エネルギーへの転換を！！

9343 個人 会社
員・
公務
員

60代 男性 原発０シナリオ！

9344 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

50代 女性 原発ゼロ！ オール電化の道にのって生活していましたがきけんな状態になっても止める
事ができない原発ならば、電力の消費をへらして、不自由な生活になってもか
まいません。政治家はもっと頭をつかって、未来を考えてほしい。
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9345 個人 自営
業

40代 男性 原発ゼロシナリオ 今まで原発に使っていた金を自然エネルギー開発して使うべき

9346 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 原発ゼロのシナリオ
をえらびます

もう一度なぜ電力つくるのに原発が必要なのか？もっと私たちが日々できる
節電を政府も私たち市民にうったえてよいのに…。

9347 個人 会社
員・
公務
員

50代 女性 原発０シナリオ ・福島の現状を見れば、原発は非常に危険なものであることがわかる。地震
国日本では、いつどこで第２の福島のような事故が起きてもおかしくない。・原
発は差別の構造によって成り立っている産業であり、私達が望んでもいない
のに一部の上位（電力会社、経済界、官僚、政治家ｅｔｃ）がもうかるしくみで動
かされている。・脱原発の方向で考えていけば、新たな産業や雇用のチャンス
等がうまれるはず。

9348 個人 家事
専業

50代 女性 永久的に負荷が続く
原発はいりません。
（原発０シナリオ）

経済、経済と必ず言いますが、事故による保障や被害の為、もうすでに原発
は経済はたんしています。原発がないと日本企業は海外へ海外へ出てしまう
と言いますが、福島の原発事故前にすでに円高で自動車会社をはじめ多くの
企業は人件費、材料費の安いタイ等へ行ってしまっています。原発は良い事
は何ひとつありません。原発必要を訴える人は自分の住まいを福島に移し、
生活してみて下さい。

9349 個人 自営
業

40代 女性 原発ゼロシナリオ 原発は動かし続ける限り放射性物質のゴミが出続けます。そんな危険なもの
を未来の世代に手渡すことはできません。原発はゼロにしてください。

9350 個人 自営
業

70代 女性 原発ゼロシナリオ 利害やめて直ぐに止めて！！

9351 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 原発ゼロシナリオ 核のゴミの対策もなしに、自分たちだけが良いくらしをしていいはずがない。

9352 個人 会社
員・
公務
員

40代 女性 原発ゼロシナリオ 原発は処理方法も確立されていないのに使うべきではなかった平和利用と称
してだますのはやめてほしい

9353 個人 その
他

70代 男性 原発ゼロシナリオ

9354 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 原発ゼロシナリオ 国民をだますな処理の出来ない原発はいらない

9355 個人 家事
専業

40代 女性 「原発ゼロシナリオ」 私達の美しい日本。土を空気を海を返して下さい！原発はいりません。日本
は、地震列島です。安全なんてありえません！

9356 個人 自営
業

40代 女性 原発０シナリオ 原発はまさにトイレの無いマンションです！！子供たちに未来を！！自然エネ
ルギーへのシフトを今すぐに！！

9357 個人 会社
員・
公務
員

50代 女性 原発０％ 福島の対応が出来ていないのに再稼動はありえない

9358 個人 家事
専業

60代 女性 原発ゼロです 今止めても１０年は恐怖の中に生きなければなりません。生命があって経済を
考える。まちがってはいけません。日本だけでなく世界の問題です。

9359 個人 家事
専業

60代 女性 原発０シナリオ 新社会エネルギーを出来るだけ早く見つけれる様、政府の支援を
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9360 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 原発ゼロシナリオ

9361 個人 その
他

40代 女性 原発０シナリオ

9362 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

50代 女性 原発０シナリオ 選択しになぜ２％や５％がないのでしょうか。２５％は原発推進。１５％は今ま
でと変わらないってことではないですか。Ｐｕｂｒｉｃの意味は９人１０人の人の意
見を聞くことではないでしょう！？

9363 個人 自営
業

40代 女性 原発ゼロシナリオ 子ども達の未来に原発はいりません。自然エネルギー、しくみを替えることで
脱原発は可能だということ。３．１１以降私達は知ってしまいました。

9364 個人 家事
専業

40代 女性 原発ゼロシナリオ 世界中が見ている。原発はいらない！

9365 個人 学生 10代
以下

男性 原発ゼロシナリオ 原発は災害のもと

9366 個人 自営
業

50代 女性 原発ゼロ 太陽光や地熱など自然を利用した発電をすすめてほしい

9367 個人 学生 10代
以下

男性 原発０％ 原発反対

9368 個人 自営
業

50代 女性 原発０％ 脱原、反戦争。

9369 個人 学生 10代
以下

女性 原発０％

9370 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

40代 女性 原発ゼロシナリオ

9371 個人 自営
業

50代 男性 原発ゼロ！ キケンすぎます。

9372 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 「原発ゼロシナリオ」
政府や電力会社が独
占している送電網を
民間委託に変えるべ
きである！

現在の日本の電力及び電気の供給は東電や関電を中心とした一部の電力会
社に委ねられており、原発をゼロにし全ての原子力発電所を徹底的に廃炉に
し、また民間委託に変えることで、国民が自由に電力会社を選択できる権利を
有するとともに「発送電分離」「周波数の統一」「「クリーン・ジャパン」を目指す
新たなクリーンエネルギーの創造」が可能な社会に官民が一致団結して移行
できるようにすべきである。また自家発電が可能な建物や住宅が供給できれ
ば、おのずと原発など不必要になるはずである。

9373 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

40代 女性 原発は即、全て廃止
すべきだと思います。

ゴミの処分もできないものを作り続けるのは止めて！

9374 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 私の町の近くにも原
発があります。東海
地震で危険性はいわ
れています。日本の
エネルギーのあり方
を他の安全な方法で
考えていく国になって
ほしいです。福島から
学んで安全な未来を
子供に渡していきた
いです。

家の近くに浜岡原発があります。原発は他人事ではないからです。



整理
番号

個人/
法人等

職業 年齢 性別 ご意見の概要 御意見及びその理由

9375 個人 自営
業

60代 女性 核のゴミを生み続け
る原発には絶対反対
です。次の世代に安
心して住み続けられ
る日本を渡したい。

ただ安心安全にという願いだけです。

9376 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 再稼動について 安全神話は事故により完全に終了した。次にするべきことを考える選択を公
正に提示してほしい。

9377 個人 会社
員・
公務
員

50代 女性 原発に依存するエネ
ルギー政策をすぐに
見直して脱原発を！

・地震国では安全な原発はありえない。・福島原発の事故からの修復の道を
何もみいだせていない。危険な現場で多くのヒバク労働者が放置されてい
る。・豊かな緑、自然との共生を子どもたちから奪うことの影響ははかりしれな
い。・生きる希望、喜びをかんじられる未来を！

9378 個人 会社
員・
公務
員

40代 女性 原発は、今すぐ止め
てほしい

原発再稼動にかけるお金を全て、風力・地熱などの開発に回せばいいと思い
ます。あと雇用問題は、既存の原発施設の保守・解体作業に従事させればい
いと思います。電力会社の会計方法を普通に戻せば原価を減らすというあた
りまえの企業になると思います。

9379 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 原発ゼロへの夢 昨年、６月福島県へ行きました。だれもいない飯舘村、こんな、すばらしい村
がなぜこうなったのか？マスクをしながら、歩く小学生の集団。こんな状況が、
日本の中で起っているとは、信じられない。原発ゼロしか、道はない。中途半
端な、１５％など、もってのほか！ゼロしかない！

9380 個人 その
他

60代 女性 原発及びリサイクル
に反対

使用後の処分の見とうしもないままの推進は基本的な処で無理がある。原子
力委員会の新大網も原子力ありきで進んできている。委員会じたいのあり方
にも問題あり３／１１の反省は見られない。

9381 個人 家事
専業

50代 女性 原発は即廃止しよう。
核は、平和利用など
ありえない。原発の
安全神話は、ウソ
だった。未来にツケを
回すのはやめよす。

原発の為に多くの人がギセイになった。故郷をうばわれ、全てうばわれた人た
ち、しかもそれは関東の都会の人の為の電力だった。日本の全ての原発を止
めよう。私たちは少し今までの暮らしを見直し、がまんしよう。未来に遺恨を残
さない為に！！しかし、腹が立つのは原発の危険性を知りながら、東電力会
社の肩をもっていた、学者・政府だ。原子力ムラの人たちよ。フクシマの怒りを
知れ。ここに集った市民の声を聞け

9382 個人 その
他

70代 男性 日本に原発はいらな
い

原発を管理する能力がないこと。事故を起しても責任をとる人がだれもいな
い。これ以上日本を地球をよごさないでください。

9383 個人 自営
業

50代 女性 核廃棄物もかたづけ
られないのに原発は
いりません

原発はトイレのないマンションと言われています。先日「１００００万年後の安
全」というスウェーデンの監督の映画をみました。この作品ではフィンランドの
核処理施設の映像が映されますが、何時間もかけてたどりつく地球の底に捨
てた所で、核物質がなくなる訳ではありません。まして六ヶ所はこのフィンラン
ドのオンカロほどしっかりしたものではないようです。すてる場所もないものを
使うのはやめて下さい

9384 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

60代 男性 自然被がい又、自然
の力を考りょに入れ
られない原発行政に
反対します。事故が
起きても自身で処す
る事の出来ない物は
作らない。

9385 個人 会社
員・
公務
員

50代 女性 原発の縮小から廃棄
へ

・核廃棄物を後世に残してはいけない。自然エネルギーの研究、開発、実施を
希望します。

9386 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 電気は必須のエネル
ギーではない。マスコ
ミや政府にだまされる
な日本人には、地球
人には、人間には、
動物には、知恵があ
る。電気だけにたよる
ナ！だから原発なん
て必要ないんだ

私は、５０代の男だが、まだエアコンのある家に住んだことがない！エアコンな
んて無くても生きていけるんだ。日本は小さな国、北から南なんてたいした距
離ではない。だから福島で原発事故があったら、日本全国あぶないんだ
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9387 個人 会社
員・
公務
員

60代 男性 政府福島原発事故の
教訓を学び、ただち
に原発廃止の方向へ
の戦略的意志決定を
行え。それが、日本
国民、世界への義務
だと思う。

今回の事故で、安全神話をふりまいた原発に長く栄食ってきた原発利益集団
から離れ、安全なエネルギー政策の確立を求めます。

9388 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

60代 男性 脱原発への政策変更
をし、自然エネルギー
開発を進める

地震活動が活発化する中でどの原発も安全ではあり得ない。原発再開か、電
力不足かをてんびんにかけるべきではない。既に福島が悲惨な状況になって
いるように、将来にわたって列島全体が住めなくなる可能性すらある。脱原発
を大前提として、代替エネルギー開発、省エネルギー社会の構築に進むべき
である。

9389 個人 無職 70代 男性 福島原発事故の原因
もまだ明確にならな
い福島では収束もさ
れていないのに何ん
で安全は確保され
た、だから再稼動だ
などと云えるのだ。燃
料棒はいまだ永遠に
処理できないではな
いか再稼動どころか
原発ゼロこそ目ざす
べきである。ゼロを目
ざす事を宣言してか
ら当面の対策をもつ
べきである。

9390 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 原発は今すぐ止めて
下さい。

私は節電にも協力しますし、多少不自由でも、夜間も暗くてもコンビニがなく
なってもガマンする決意です。どうか今すぐ止めて下さい。私の家族は福島に
いて苦しんでいて、そして後悔しているものですから！

9391 個人 その
他

60代 女性 沢山の子ども達の命
と健康を守りた
い！！

私はチェルノブイリの事故にあった子ども達の救援の運動に小さな力ですが
かかわってきました。一般の新聞には報道されない事が沢山ありました。何よ
り子ども達が沢山亡くなっていった事に怒りと同じ事をくり返してはならないと
心底思っています。石川の羽咋原発も動かさない運動していきます。毎週金
沢北陸電力の前で立っています。これからも続けていきます。

9392 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

40代 女性 すべての原発を止め
ることを強く願ってい
ます

電気は必要なものです。私たちの生活に欠かせないものです。しかし、それが
原発によってつくられるものである必要はありません。止めることからはじめ
る。やめると決めて進めばよいと思います。原発を止めることからはじめてくだ
さい。ＮＯ　ＮＵＫＥＳ！！

9393 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 原発は不要です。人
間のエゴで地球を汚
すのはとても恥ずか
しいことです。すみや
かに全ての原発を廃
止してください。

原発と電力や経済発展の問題は別問題です。電力が足りる、足りないに関わ
らず危険なものは造るべきではないです。地球をも汚してしまうものを一部の
人間のエゴで造ってはいけません。廃棄物の処理一つできないのに原発を稼
動させてるのは見切り発車以外の何者でもありません。原発を推進している
人達に人間の心は無いのでしょうか。経済発展という名のもとに地球を痛め
つけ続け、このうえ更に何千年もかかるものを埋めこんで何とも思わないので
すか。もう十分豊かになりました。これ以上の発展を望むより地球や自然と一
緒に暮らしていくことに重きを置いてください。お願いします。

9394 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

30代 女性 原発を全部やめて自
然エネルギーへの転
換を！

私は宮城県南部、福島県との県境の丸森町に住んでいました。豊かな里山で
したが福島原発の事故で子どもが住むには不安なくらい汚染されてしまいまし
た。東京での避難生活を経て家族みんなで住むため長野県に移住しました。
夫は仕事を辞め、小さな子どもをつれて新しい土地で生活しています。原発は
未来の子どもたちに残してはいけません。今回の事故ではっきり分かりまし
た。人間だけではなく全ての命の為に自然エネルギーへの転換を求めます。
原発にかわるエネルギーを私は選択したいです。

9395 個人 自営
業

60代 女性 今すぐ脱原発です。
命より経済が大切で
すか。

9396 個人 会社
員・
公務
員

50代 女性 原発は即時全基停止
し、エネルギー源は
他のものでまかなう
道を支持します。

原子力発電所は人類にとって不要なだけでなく、あってはいけないものです。
ウランの採堀にはじまり、たとえ事故をおこさずとも放射能をまきちらしながら
運転するしかなく、廃棄物の処理方法もみつかっていません。日本は地震国
でもあり一刻も早く廃止することが必要です。地熱な波の力等、まだまだ開発
途中のものに予算と人を集中し、別のエネルギー源を発展させることこそ、
今、日本政府がとるべき政策です。原発を即時停止し、他の方法で暮らしてい
きたい。

9397 個人 自営
業

40代 女性 原発はやめてね。理由：そこまでして↑目指さなくても～。多くの人はそんなに
欲深ちゃうよ。提案：ゆるゆる脱力系でいきましょうよ。↑（登る）生き方はもう
古い。これから一番カッコイイのは↓（おりる）生き方でしょ。
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9398 個人 その
他

40代 女性 今直ちに原発依存率
をゼロにできればそ
れに越したことはない
が、２０２０年、２０２５
年、あるいは遅くとも
２０３０年までという期
限をきって、原発ゼロ
を目指すのが地震国
日本としての最低条
件と思う。

9399 個人 自営
業

30代 女性 世界中が注目してい
る日本のエネルギー
問題の行方。日本は
地震が多く国土のせ
まい国。原発はヤメ
ルべきです！

9400 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 どう考えても、学べば
学ぶほど、人類は核
と共存できません。

原発は可能な限りすみやかに全廃し、世界にさきがけて、人類の未来のため
に、新しいエネルギーのあり方と社会のあり方を「脱・原発」の形で示すべきで
す。

9401 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 子供の内部被曝から
守って！

政府のいっている外部被曝はよいとしても、子供たちの内部被曝は、後々、と
んでもない結果が出てくる。福島の子供はもっと守ってあげてほしい。

9402 個人 会社
員・
公務
員

20代 原発は必要ないで
す。

使用済燃料の処理方法が決まっていないので。

9403 個人 学生 20代 女性 ウランはこの先数１０
年で枯渇します。経
済面から考えても原
子力発電から舵をき
るべきだと思います。

原子力発電は倫理的に問題だと思います。将来の人間たちの暮らしを私たち
の代の遺産で汚染するわけにはいけないと思います。

9404 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 最終的に原発の割合
をどうするのか？最
終的に０という意見の
人を分断させている
ように感じます。

０％、１５％、２５％と言っていますが、最終的にどうするのかが分からない。と
いうか決めていませんよね？そこをはっきり示してほしい。２０１２→２０３０→
２０５０　２５％→０％→０％？　２５％→１５％→０％？　２５％→１５％→
１５％？

9405 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

40代 女性 原発反対と自然エネ
ルギーへのいこう

政府のリスニング期間が１ケ月とはどういうことか！？１ケ月で何がわかるの
か？本気で自分のことを考えて欲しい。３．１０には戻れない。ゆいつのひばく
国として、地球の住人として。今こそ、未来に輝く時代のリーダーとなって日本
人らしさを大事にする道をせんたくしたい。原発には反対です。

9406 法人・
団体等

会社
員・
公務
員

50代 男性 とにかく原発を再稼
動させるな！大飯は
すぐ止めろ！

9407 個人 自営
業

40代 男性 なぜ危険とわかって
いる原発を使いつづ
けるのか。本気で今
の、未来の子供のこ
とを考えよ。

脱原発。

9408 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 原発は電力のためで
ないことはわかって
いる今すぐやめろ！
アメリカのブタめ！
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9409 個人 会社
員・
公務
員

40代 女性 原発がなくても、人間
は生きていける。もっ
とあたりまえに空気を
吸いこみ、水を飲み、
食物を食べられる、
世の中を次の世代に
残していきましょう。

次の世代に安全な地球を残していくことが、今の時代を生きている私達の役
割だと思います。思いきり空気を胸いっぱいすいこんで、土の上をごろごろこ
ろげまわり海や川で泳いだり…。そんな健康的な子供時代の過ごし方をうばっ
てしまったなんて、すでにすごい罪なのではないでしょうか。もし自分の子供
が、自分の孫が、自分の愛する人が苦しむ顔をみていたいというなら理解しま
すが、そうではないはず。あたりまえの、健やかな日常を送れるよう、原発が
なくても日本人は皆暮らしていけるはずです。そして日本が世界の見本となっ
ていくこの機会をぜひ生かしていくべきと考えます。

9410 個人 学生 10代
以下

女性 原発反対 子どもたちに顔向けできません。経済がどーたらじゃなくて命ありきの話をして
下さい。子どもたちを守らない国に未来なんてありません。ほんとふざけんな
よ

9411 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

30代 女性 詭弁はもううんざりで
す。責任をとれないこ
とを勝手に決めない
で下さい。原発は本
当に必要ですか？国
民の命より大切です
か？

事故調査委員会の調査結果を真摯に受け止めていれば、現段階で再稼働は
ありえません。国民の生活を守るのであれば、安全といい切ることのできない
原発は即時廃止すべきです。

9412 個人 会社
員・
公務
員

20代 女性 日本の土地を汚染
し、生物や人を住め
なくし、日本国民に多
大なる健康害と苦し
みと不安をもたらす
原子力をエネルギー
源とする政策を今す
ぐやめて下さい

福島原発の事故で、原子力エネルギーの危険性は明らかになった。国土のい
たる所に活断層がひしめく、地震大国の日本に原子力エネルギーはふさわし
くない。日本国民の将来にわたる繁栄を見据えて脱原発を要求する。一億総
移民ということが起こることのないよう、政策を変えていってほしい。

9413 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 一度事故が起きれば
土地と海を汚染する
原子力エネルギーは
今すぐやめて下さい。

私は福島第一原発から５０ｋｍあまりのところに住んでいます。いわき市産の
果物、野菜、そして魚は放射性物質汚染が深刻です。原発のために地産地消
に二の足を踏んでしまってます。生命の維持に必要な「食」を壊す原子力をも
う使わないでほしい理由はそれです。お願申し上げます。

9414 個人 学生 20代 女性 脱原発！！！ 脱原発！！！子どもたちに、核のゴミは残せません。（無責任）です！なにも
かも！！

9415 個人 30代 女性 原発再稼動につい
て、どうしてこれだけ
国民がデモを起こし
てまで反対している
のに、勝手に政府の
数人で決めるのか

大飯原発再開をきいて、何か稼動するにあたって、絶対問題がないというシ
ミュレーションや、解決策を固めてからなぜ決定しないのかなと思った。もう、
お金がからんでいて、国民や一部の議員ではたちうちできない所まで話は進
んでいっての再稼動報道だったとは思うけど、それでも…見切り発車もいいと
こでは！と思ってしまう。一般企業の方がマトモで、頭のいい人がたくさんいる
政府官公庁の人の方が脳がどうかしてしまってるの？と思ってしまいます。

9416 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 原発の早期の廃止と
自然・再生可能エネ
ルギーの導入などよ
りエネルギーの導
入。

石油など化石燃料の高騰化などで原発のメリットをかかげているが、世界的
にはウランの高騰化はさけられないばかりか、核兵器の廃ウランの利用も来
年度やんなくなるなど、ウラン供給の点で化石エネルギー★★エネルギー安
全保障上大変なじたいとなる。現状のように、原発だけでどうこうならない。そ
の上、核のゴミの問題もあるだけでなく、政府の進めていた「もんじゅ」などの
核サイクルも成功の道すら遠い。現状、フランスのレヴェルにすら届かない。
むしろ伸び代のある自然エネルギー（風力でも昨年、従来よりはるかに高効
率の方法が開発、その他小水力などもある）の開発に力を入れるべき。

9417 個人 会社
員・
公務
員

40代 女性 原発反対。自然保
護。

9418 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

40代 女性 すべての原子力発電
を即刻中止したい。
便利より命が大事だ
から。そのためには
（廃炉のためには）、
昭和初期の生活に
戻っても良い。

9419 個人 学生 10代
以下

男性 原発は、ぜっ対いら
ない。あぶなくて、放
射能が出るから。

9420 個人 自営
業

30代 男性 国内全ての原発を無
くして下さい。

何の保障も無い未来、今、自分達だけの為に将来人が住めなくなる国にしな
いで下さい。
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9421 個人 会社
員・
公務
員

50代 女性 原発はいりません。
再稼動は中止してく
ださい。今すぐ！！
大人には未来を生き
る人たちへの責任が
あります。

原発は、その原料採掘から始まり、労働者の被曝そして使用後の核物質の保
管（ずっとキケンな放射性物質を出しつづける）に至るまで、命をキケンにさら
すものです。そんなものはもういりません。別の方法で作ることができるエネル
ギーだけで十分です。原発なくても電気は足りていると思いますが、たとえ足
りなくてもいいです。それに見合ったくらしに変えますから。命あっての経済で
す

9422 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 即、廃止をお願いし
ます。

無くても足りる。ちゃんと考えろ

9423 個人 無職 30代 女性 即停止して下さい。エ
ネルギーは原発なし
でも足ります。

原発を再稼動させて火力を止めるなんて話が違いすぎます。結局再稼動させ
なくてもエネルギーは足りるし、停電をおどしに使って勝手に動かすなんてお
かしいです。福島が収束していない中で、これ以上放射能の恐怖を増やさな
いで下さい。未来ある日本を！！

9424 個人 家事
専業

60代 女性 原発は即時止めて欲
しい

原発にまつわる問題があきらかになり、解決できる道すじは示されまい。再稼
動しようとする動きに反対します。世界中で原発は必要ないと思います。

9425 個人 無職 60代 男性 原発は廃止すべき。
再生エネルギーと節
電で対応すべきであ
る。

ｎｕｃｌｅａｒ　ｅｎｅｒｇｙを安全にコントロールできる英知をまだ人類は持っていな
い。核兵器につながる莫大な力信こうに基づいた人類の破滅につながる考え
だ。知恵を尽くせば安全な自然エネルギーの開発の道はいくらでもあるはず
だ。子孫の為、全人類の将来のために原発の道は放棄すべきである。

9426 個人 家事
専業

50代 女性 原発は今すぐ、ただ
ちにやめてほしい。
二度と福島のような
事故が起こらないよう
に。

日本は地震国で大規模な地震、火山活動もとても多い。原発事故の原因は津
波だけでなく人為ミス、地震、テロ、その他あらゆる危険がひそんでいる。まず
は止めること。そしてじっくりとエネルギーバランスや今後のエネルギー政策に
ついて話し合うべき。使用済核燃料の処理についてもまだまだ解決策がない
のに、どんどん再稼動してしまうことには反対です。地層処理も何万年も先の
ことがわからない以上、すべきでない。人間のみならず生物全部が生きられな
い地球になるようなことがないよう、今すぐ原発を廃炉にするべきです。

9427 個人 自営
業

40代 男性 原発は国民の意見を
きいてからにすべき。
勝手に再稼動は絶体
に許せない！

国のやり方は酷すぎる。人の命を軽視している。嘘ばかりで信用できない。国
民の意見をきくべき。再稼動反対！

9428 個人 その
他

50代 女性 原子力以外の自然エ
ネルギーを活用する
方法を研究、開発す
るのが、今後の地球
全体の全ての生物の
生存につながると思
います。

生命の危険を分かっていながら原子力エネルギーを推進するのは人間として
あまりにもゴウマン過ぎます。

9429 個人 会社
員・
公務
員

50代 女性 原発は、いりません。
福島の事故を経て、
原発をなくせない国
だとしたら、世界に顔
向けできない、はず
かしい国です。

これ以上、日本を世界を放射能で汚してはいけないと思います。原発は、あぶ
ないと知りながら、油断して、ここまで来てしまったことを悔いています。原発
がなくなるまで、私たちは、あきらめません。

9430 個人 自営
業

50代 男性 私はイタリアに３０年
近く住んでいました。
その時チェルノブイリ
事故があり、ヨーロッ
パ内での対応を経験
しました。

人々は大本営発表など初めから信じないのです。自分の身を守る選択は自
分で選びたい。少なくとも地域の意見でなく、国民投票で決めるべき。

9431 個人 その
他

40代 男性 現用の商業原発はす
みやかに全廃炉。核
燃料サイクルも廃
止。核廃棄物核燃料
は集中管理へ移行。
短中期は天然ガスを
中心とする火力発電
で代替。再生エネル
ギーへのウエイトを
増やす。

核技術（？核兵器）の保存に完全に反対する考えはないが、現在の状況を招
いた政官科学者の責任の所在は明確にして処分する必要がある。
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9432 個人 自営
業

30代 男性 福島第一原発事故後
本当にこの日本に原
発はなくてはならない
のか？毎日考えてい
ました。５月から約
２ヵ月間、原発０で
やっていました。今
は、大飯の原発のみ
で何もかわらず生活
できています。本当に
いるの？

僕は、原発事故後神奈川から、熊本に引越しました。今は、食べ物など、安心
した生活ができています。でも、ふるさとである関東のことを思うと、このままで
はいけないと思います。これからの日本、世界、子どもたちのためにも、安心
できる豊かな生活環境を実現しないといけないと思う。原発はもし事故がおき
てしまうと、その周辺は住むことができない。そんなものがあったら、本当の安
心はないと思う。２０１２．７．１６現在、日本では一基しかうごいていない。原
発なくてもやっていけるのでは？一基分をほかの方法で発電すればいいん
じゃない？これからの未来、原発はいらないです！！

9433 個人 自営
業

40代 男性 ２０１２年８月１日を
もって全ての原子力
発電所の稼動を止
め、全て廃炉にすべ
きです。外国への輸
出も止め、海外の原
発も全て廃止するよ
う政府として強く働き
かけるべきです。

理由は◎ひと度事故が起きれば、どんなに経済的な理由を並べても、その被
害がとても割に合わない程、とてつもなく甚大であること。◎何の罪もない子
孫に放射能にまみれた世界を残すことは許されない。◎原発を推し進めても
最終的には、誰にも本当の利益はもたらすことはなく被害しか与えないから。
◎原発がないと、経済発展がのぞめないと言うが、少なくとも私は、人間性を
蔑にした、経済的発展などしなくてもいいと思っている。

9434 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 原発は、日本では全
てすぐに停止すべき
です。核のゴミの問
題も解決策もなく、地
震の多い日本に必要
ない。未来に責任を
持つのが大人です。
１日も早く福島原発を
石棺にして下さい。

福島の原発事故処理もできていないのに原発再稼動は日本人の命を軽視し
ているとしか思えない。福島県だけではなく周辺の地域でも放射線量が法律
に違反する量を計測しているところがある。最低でも福島の子供や妊婦の人
は集団祖界や一時移住を国としてすすめるべきです。技術的に手のおえない
原発は、世界でも必要ない。

9435 個人 自営
業

50代 女性 原子力発電による電
力供給を終了するた
めの年限を区切った
エネルギー計画を立
て、実行すること。

・電力コストに事故発生時のすべてのコストを含めて比較すること。・適切に比
較されたかどうかを評価する第３者機関を設けること。・合意形成が適切に行
なわれたかを評価する第３者機関を設けること。これらの結果を適切に公開
すること。国民に評価のための情報をきちんと公開すること。

9436 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

30代 女性 多くの子供たち、地球のために本当に必要なものを見極める時が来ていると
思う。とてもいいチャンス。今なら変えられる。

9437 個人 会社
員・
公務
員

50代 女性 原発反対 私のまちには双葉の方が大勢避難しています。これ以上、苦しむような人を増
やさないために、一日も早く故郷に帰れるように、原発のすみやかなはい止を
願います

9438 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

30代 男性 原発はあらゆる意味
でコストがかかりすぎ
る上に、危険でしかも
直接海を温めるとい
う三重苦

そもそも原発が必要になる意味がわかりません。

9439 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 電力会社の経営を脱
原発への道程を明確
にして、再構築させる
法整備を整えて下さ
い。

電力会社の経営のために原発を断念できない国家など無意味ではないか。

9440 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

20代 男性 原発ではなく自然エ
ネルギーを早急
に！！

もう、これ以上地球をよごしてはならない。自然の中で僕達は生かされている
のだから。

9441 個人 学生 30代 女性 絶対反対です。再生
エネルギーに力を入
れるべき。

テレビでやらないので現状を知らない人がたくさんいることが、悲しい。もっと
声をあげて、知ってもらう努力が必要。

9442 個人 無職 60代 女性 今すぐ廃炉。 なくてもすごせた昨年の教訓。原発御用学者、うま味にぶらさがる全ての個
人、企業を、将来にわたって許さない。子、孫、子々孫々のために。
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9443 個人 会社
員・
公務
員

50代 女性 原発不要 原発ありきの政策はどうなのか。国民は日々の生活が安全にすごせることを
求めています。原発がいない生活・電気のつかい方もできます。高い原発をつ
かう必要はありません。

9444 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 日本はこれから原発
をやめ、自然エネル
ギーにシフトする、す
るべき。それが、福島
で海と空をよごした日
本人の責任だと思
う。

もし、このまま自分達の生活を便利にする為だけに、経済戦争に有利に立とう
とする為だけに原発をつづけたら、日本は世界中から白い目で見られると思
う。「福島の事故で世界の共有財産である海と空を汚したのに、反省しないの
か！？」とあきれられてしまう。きっと世界中で反日運動がおこる。世界の嫌
われ者になってしまうと思う。そうならない為に日本は今ある便利さよりも自然
に寄りそった道を選ぶことが責任をはたすことにつながると思う。（原発は
２０３０年までに０になるべき）

9445 個人 自営
業

40代 男性 次世代を考え、原発
から新しいエネル
ギーへのシフトを国
家主体で行って欲し
い。利権を貪る連中
を一掃していただき
たい！

原発は国土という根幹を崩壊させる。そうしたらなにもかも終いだ。一部の利
権享受者のために国家を失うのだけは許せない

9446 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 原発反対 今回の３．１１で、原発がどれだけ危険な物そして原発が無くても、水力・火
力、で十分まにあいます。ですので未来の子供たちのために、今すぐ原発を
止めてください。おねがいします。

9447 個人 自営
業

30代 男性 原発を止めて！ 原発を稼働しなくても電力量は十分。もう二度と同じことをくり返してはいけな
い。福島の事故を忘れるな！

9448 個人 学生 10代
以下

女性 原発いらない。 あぶないから。

9449 個人 会社
員・
公務
員

40代 女性 とりあえずといった短
期的な展望で物事を
決めないで下さい。
私は将来まで責任を
持った決断を希望し
ます。そのためには
原発は稼動するに値
しません。

安全を守ると首相は言っていますが、ぼやかさず何を持って安全と言うのか
述べて下さい。私たちは太平洋戦争時の様になあなあで未来を決めたくあり
ません。長期的ビジョンを明確に、多少不便でも皆が安心して生活できる国を
構築して下さい。安心のために原発は不要です

9450 個人 家事
専業

30代 女性 できるだけ早い時期
に０％。

電気は生活上大事ですが、もっと安心安全な方法があるならそちらにシフトし
ていってほしい。大手電力会社の独占経営をやめ、他社参入しやすいよう法
整備を急ぐべき。一人の親として、大人として強く望みます。

9451 個人 学生 10代
以下

女性 福島の原発事故のよ
うな大きな事故が起
こったのに、おおい原
発を再稼働するのは
やめてください。将来
は原発をなくして欲し
いです。原発ゼロシ
ナリオ

福島の子たちは原発事故が起こったせいで友達と離れて転校しなければいけ
なくなってかわいそうだと思います。今は目立った健康被害はないですが、将
来どうなるか心配です。原発なくしてください！！

9452 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

20代 男性 この運動（反原発）の中、海外への（アジアへの）原発輸出をするなど、とても
おかしい。

9453 個人 無職 30代 男性 苛政はとらよりも恐し
い。技術上のｕｎｄｅｒ
　ｃｏｎｔｒｏｌだけでなく
人間上のｕｎｄｅｒ　ｃｏ
ｎｔｒｏｌができない限り
核エネルギーには手
をつけるべきではな
い。

9454 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 地震国日本に原発は
いりません。

将来の日本を支える子供たちの為に、原発のない日本を作りたい。原発に
「安全」はない。
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9455 個人 無職 80代
以上

男性 原子力発電は全部廃
止する。

人類のエネルギー浪費で地球の環境は破滅しかかっている。人類はもっとつ
つましい生活に戻るべきである。それで人類は生存し続けられる。

9456 個人 会社
員・
公務
員

40代 女性 原発を早く止めて廃炉にして下さい。通常運転していても被爆が進むものは
嫌です。今と同じように有限のエネルギーや水等の資源を先進国が大量消費
するのは間違ったやり方だと思うので、早く方針を切り換えて、地場の再生可
能なエネルギーを使用し環境を大切にする方針に切り替えて下さい。又もっと
エネルギー消費自体を減らすスキームを推進して下さい。５０年前にはこんな
に電力は必要なかった筈です。今からでもまだ遅くはありません。ウランの採
屈現場、加工場で被爆を発生させ、移動や稼動中も危険を伴い、発電所や近
隣その他の人々や生物を被爆させ、海水を暖める原発はこりごりです。私の
実家新潟県柏崎市や事故から離れた場所や人・生物が汚染され、命や健康
がおびやかされるのはもう耐えられないからです。又、原発の廃棄物や発電
所等をきちんと処理できる方法が確立されていないからです。

9457 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

30代 女性 原発はいらない。脱
原発日本！

節電します。他の発電にして下さい。福島が解決できてないのにありえないで
す。停電でお知らせして下さい。気づいて電気とめます。サマータイム！！
もっと暗めな日本でいいです。昭和初期のように。

9458 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 自然エネルギーへの
転換に力を注ぐべき
だと思います。

私は、東日本大震災に伴う災害派遣へ（石巻、東松島）へ行って感じた事は、
自然のもういの前には、警察も自衛隊も微力な力しかはっきできていない。大
災害が起きる前に先送りせず（問題を）皆んなで、智恵を出して考えをあらた
める時期にきているのではないでしょうか？

9459 個人 家事
専業

60代 女性 原発のない世界を望
みます。原発事故を
経験し、過去に広島
と長崎で原爆被災者
を多くかかえる日本
だからこそ、原発は
止めようと世界を指
導できるのに。

佐世保に故里をもつ私は、長崎でなく佐世保に原ばくがおちたかもしれないと
知ってから、被害者を人ごととは思えなくなりました。放射能にたよらなくても
自然に恵まれた日本、工業技術国日本の進む道は、明白だと思う。のだけれ
ども、この思いを届けたい。

9460 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

30代 女性 原発は今すぐにでも
全て停止し、廃炉に
すべきだと思います。
震災瓦礫の広域処理
も反対です。

原発は問題なく稼動していると言われている時でも放射性物質は漏れている
し、今回の福島のように事故が起こればその被害はとてつもなく大きなものに
なってしまう。沢山の人が故郷を失くし、平和な暮らしができなくなってしまう。
私は栃木に実家がありますが、栃木の食べ物や水も確実に汚染されていると
思います。もう安心して実家に帰ることはできなくなりました。放射性物質は確
実に人体に悪影響をおよぼすと思うし、原発から直接放出されたものだけで
なく瓦礫処理による拡散も見のがせないと思います。このままでは日本全土
安心して暮らせる土地、安心して食べられる国産の食べ物は無くなってしまい
ます。どうかこれ以上放射性物質を拡散させないで下さい。核は人間にコント
ロールできるものではないと思います。

9461 個人 会社
員・
公務
員

20代 女性 将来を見すえた再生
可能エネルギー政策
の早急の実行を求め
ます。

9462 個人 その
他

30代 女性 すべての原発を止め
て廃炉にして下さい。
０％！福島の原発事
故で汚染された地域
の妊婦さん、子どもた
ちを避難させて下さ
い。

放射能は怖いです！チェルノブイリ事故でも国内の東海村の事故でも学んだ
はずです。電気は足りていますし、足りないのなら命や生活をおびやかさない
方法を考えましょう。火力、地熱、風力があります。原子力の利権で私たちを
振り回さないで下さい。

9463 個人 家事
専業

30代 女性 原発比率０％ 福一原発事故で放射能の怖さを思いしらされました。危ない原発で作られた
電気を使いたくありません。自然エネルギーへのシフトを望みます。

9464 個人 自営
業

40代 女性 原発は可能な限り早
く０％にするべきだと
思います。目標を定
める事で国全体がそ
の目標に向って進ん
でいく事ができると思
います。代替エネル
ギーの選択肢はたく
さんある訳で、未来に
より良い物を選択さ
れるのであれば、私
達は税金を投入する
こともいとわないで
す。
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9465 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 原発比率０％をただ
ちに実現するべき。

早急に原発以外のエネルギーで全ての電力をまかなう方法を確立すべきで、
原発に使っていた予算をそちらに振り分けるべき

9466 個人 無職 60代 男性 原発ゼロ　放射能汚
染は許せない

事故はもとより廃棄物処理もできていない原発エネルギーは使用してはなら
ない

9467 個人 無職 60代 女性 原発ゼロシナリオを
選びます

・原発ゼロシナリオを選びます。特にこれ以上キケンな放射性物質で国土や
地球を汚さないために今すぐ原発やめ、全部廃炉にして、地域、国土の安全
を確保すべきです。

9468 個人 無職 60代 男性 0%

9469 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 ０％を希望しま
す！！全原発即時廃
炉！！

だれも同意なんてしてないのになぜ再稼働！？その前に原発がいらないって
いってるのに！！！！！

9470 個人 無職 50代 女性 原発ゼロシナリオを
選びます

福島第一原発を通して、原発は放射能汚染のリスクをはらんでいることを知り
ました。火力・風力・どんなエネルギーも事故はゼロではないし、もしかしたら
原発の事故より確率は低いかもしれない。けれども、人々から先祖の地を奪う
ような事故はおこさず、必ず復興できる。人々から全てを奪い、がまんを強い
らねばならないような事故をおこす原発は、私たちのエネルギーとしてふさわ
しくない。又、小さな事故は原発では度々おこっていると聞いているし、多くの
原発が４０年近く稼動し、原発の核心部のメンテナンスと放射線の高濃度のた
めにできないときく。危険この上ない原発にエネルギーをたよりたくない。

9471 個人 家事
専業

60代 女性 原発０％に、即刻して
ほしい。原発の再稼
動は、ゆるされない。

即刻、原発を０にしてほしい。福島のすがたをみればもう、原発を動かすこと
はできません。地震・津波はどこでも日本ではおきます。もう一回、事故がおこ
れば、日本にすむところはなくなります。大飯原発の下に活断層があるかもし
れないということにも、国も関電も動かす前に調査しようともしていない。あまり
にも国民の一人一人の命を粗末にしすぎます。

9472 個人 家事
専業

30代 女性 もちろん０％でお願い
します。

あれだけの事故を起こし、又世界でただ一つの被ばく国である日本で、なぜ原
子力による発電を選択しなくてはならないのか、全くわかりません。子供を持
つ者としても、将来の為に、不便でも安全な環境を残したいです。どうか、よろ
しくお願い致します。

9473 個人 会社
員・
公務
員

男性 日本海の中央に位置するわがまちいといがわにタンデムラミー型核融合実験
炉を置く。核融合科学研究所を建設して地方発展の強因・先駆とします。
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9474 個人 男性 私達は政府エネル
ギー環境会議の３つ
のシナリオの内、１５
シナリオを支持しま
す。

  理由と方法は、下記にて提案致します。発電量の比較　　　2010年(東日本大
 震災前)　　2030年(現在から17年後)原発　　　26％　　5200万KW/H　　　15％

  　　3000万KW/H火力　　　63％　 12600万KW/H　　　55％　 11000万KW/H再
  生可能　10％　　2000万KW/H　　　30％　　6000万KW/H前提条件1.原発の新

規増設は国会議決に於いて認めない。※国民の多くはあの福島第一原発事
故の一次の原因は想定外の地震、津波である事は認識している、しかし、発
災後の状況を考えると、出来る事なら代替となるエネルギーが有るなら原発
は徐々にゼロの方向を望んでいる。ただし、核の暴走を制圧する事ができ！
放射能を完全に囲い込め、圧力、格納、建屋の爆発等、核の完全制圧技術
が完成されればこの限りでない。依って原子力規制庁と共に廃炉方法、最終
処分（永久処分）方法、又、核エネルギーの平和利用の全般的研究の国家機
関あるいは研究所の設立は必要と考える。　”現有の原発は捨てるが核の体

 割用は引続き堅持する”2.原発運動制御規定についての総ての要件、案件、
法的根拠等を充分の議論を重ね原発の寿命を法制化する。原発の寿命を４０
年と決定されると又新規増設０とすると　”２０４９年～２０５０年に原発はゼロ

 となる”3.原発の寿命が法制化され廃炉時期が決定され廃炉作業が開始され
る、その時の廃炉作業に係る費用は各所有の電力会社が負担し、その費用
は原価として電気料金に転稼できる事の法制化（電力の受益者負担）、しか
し、私達は２０３０年までに再生可能エネルギー３０％６０００万KW/Hを選択し
ています。現実に２０３０年までに廃炉となる原発は、東電で福島第一の１～６
号、福島第二の１～４号の１０基が廃炉。柏崎刈羽の１～７号　再稼働可能。
関西で大飯１～２号、美浜１～３号、高浜１～２号の７基が廃炉。大飯３～４
号、高浜３～４号の４基が再稼働可能の状況の中で電力各社経営が立行か
なくなる可能性があり現在、電力各社の歳代の資産は送配電網であろうが、
２０３０年にその価値が維持されているとは考えにくく、かえに、この事に関し
ても国民負担の法制化が必要であろう。廃炉作業に於いて今一つ法制化して
おかなくてはいけない問題で、廃炉に係る時間期間の法制化である。現在、
日本原子力発電の東海第二発電所の廃炉作業が２００１～２０２０年の２０年

 間という事であるが、この実績を元に廃炉期間の法制化が必要である。4.低レ
ベル核廃棄物処分場と高レベル核廃棄物処分場の設置でです。この件に関
しては、原発を国が推進して来た。結果的には国民が承認して結果的には推
進してきた。依ってこの件は国が全ての責任でという事は、国が国有地で国
が建設して、国の責任で埋設して国が人類が滅亡してもなお残るだろう。高レ
ベル核廃棄物の埋設管理である。という事は今後過去１０億年２０億年動いて
いない岩盤に埋設するという事です。そして、最終処分場の決定推進（建設）
が無ければ廃炉作業は進みません。又、現在の福島県に於ける除染作業の
仮置場すら進まないのも現実である。又、最終処分場の立地は東電なら東電
の消費地立地が必ず要求されます。方針をハッキリ示さなければ何も進みま
せん。　”原発の尻拭いは国民の受益者責任で”　大きな改革を実施する時

 は、それなりのリスク負担が発生する。という事でしょう。私達は原発の代替エ
ネルギーとして燃料電池を提案します。燃料電池発電システムは、1)水の電
気分解仕様。2)水素ガス仕様。3)都市ガス仕様（現在ＪＸ日鉱日石より、エネ
ファームとして販売中）の３種の自家発自家消費システムです。ただし申し訳
ありませんが水の電気分解仕様と水素ガス仕様は、４～５年前、ある自然エ
ネルギーシンポジュームで紹介されたシステムです。当時すでに水素ガス仕
様、燃料電池は蓄電池と併用で中型バス、小型船舶、小型工作機等がビデオ
で紹介され、パネラーからは水素ガスは南米から輸入するとかシステムの国
際企画取得等の打診がされ、会場では非常に希望に充ち溢れる討論がされ
又シンポジュームの中では全て動力源（発動機）として紹介されていました。
当時の研究開発者、協力企業が管総理の脱原発依存の方針発表に合わせ
て発電機仕様に変更されたなら開発は相当進んでいるものと思われます。私
達には、この時の知識しかありません。ＣＯ２削減という意味で大変関心はあ
りましたが、その後どんな開発がなされ、どんな普及をしているか情報はあり
ません。ただし、そのシンポジュームに経産省の課長クラスの方が出席してお
りましたので、その後の情報は経産省でまとめていると思います。このシステ
ムの利点は、送配電網が必要ない独立型である事又発電機が２４時間連続
運転の発電が可能である事。ＣＯ２排出ゼロである事。初期投資以外、日常
運転費用が水、水素ガス、都市ガスのいずれかでそのエネルギー出力比較

 で大変安価である事。＜図解＞※システム上で売電を記してありますが、現
在の売電システムは勧められません。しかし制度がある限り利用するのも良

  いでしょう。使用電力別システム概要Ａ型　４KW/H 蓄電池容量(自家用車充
電)(20アンペア ６帖×１ ６帖DK 給湯含むオール電化住宅、年金住宅規模　

 この規模の使用電力なら住宅に限らず会議室等も含む)Ｂ型　６KW/H 蓄電池
容量(自家用車充電)(30アンペア ６帖×３　LDK 給湯含むオール電化住宅、

 集合住宅規模　この規模の使用電力なら住宅に限らず利用)Ｃ型　９KW/H 蓄
電池容量(60アンペア ５ＬＤＫ 給湯、自家用車充電含むオール電化住宅、集

 合住宅規模　会議室、事務所、教室）Ｄ型　12KW/H 蓄電池容量(コンピュータ
 等多用する２０アール程度の事務所、理工室、コンピュータ教室)※もちろん発

電機に太陽光発電の併用も可能であるが燃料電池システムは安定電力の確
保が目的。この時の太陽光発電は補助的発電で費用負担で不効率です。※
この４タイプで現在の引込線２本分１００ボルトにほぼ対応できます。※素早
の普及がシステムの性能アップ、コンパクト化、コストダウンを生む。市場規模
は輸出を含めて自動車産業に匹敵する。１兆円規模の普及助成金投入でス
タートダッシュとさらなる普及又大手資本を呼び込む必要があると思います。
※さらなる普及で小型動力源にも普及し化石燃料利用の削減にも大きく寄与

  し、ＣＯ２削減に大きく貢献する事です。２０３０年までの必要普及件数Ａ型
 　４KW/Hタイプ　　50万システム　 200万KW/HＢ型　６KW/Hタイプ　 200万シ

  ステム　1200万KW/HＣ型　９KW/Hタイプ　 150万システム　1350万KW/HＤ型
　12KW/Hタイプ　 100万システム　1200万KW/H 　　合計　500万システム

  　3950万KW/H　※普及によっては火力発電の削減にも通ずる追加提案
 

 ２０３０年までの必要普及件数Ａ型　４KW/Hタイプ　　50万システム　 200万
  KW/HＢ型　６KW/Hタイプ　 200万システム　1200万KW/HＣ型　９KW/Hタイプ



整理
番号

個人/
法人等

職業 年齢 性別 ご意見の概要 御意見及びその理由

 　 150万システム　1350万KW/HＤ型　12KW/Hタイプ　 100万システム　1200
 万KW/H 　　合計　500万システム　3950万KW/H本システムの普及のポイント

は蓄電池の性能アップ(寿命)と小型化です。５年程前のシンポジュームで紹
介された燃料電池(小売)と蓄電池システムがバスでしたが、実現できなかった
のは蓄電池のサイズにあると発表がありました。今後の技術開発と普及に
依って最大12KW/Hタイプの蓄電池サイズが縦型横型とも一帖(たたみ)以下

 に開発進み４KW/H Ａ型タイプが一式 150万円～200万円　Ｂ型タイプ ６KW/H
が一式 200万円～250万円　Ｃ型タイプ ９KW/Hが一式250万円～300万円　Ｄ
型タイプ 12KW/Hが一式300万円～350万円 ＞ 普及に依って急速なコストダ

 ウン上記範囲の価格帯でおさまりメーカーと金融会社と提携リース(年金受給
者とのリース契約も可能)そして国の補助金の後押し増々普及する事が約束
されシステムの輸出拡大にも大いに貢献する事でしょう。しかしこのシステム
で電車は動きません。ロボット。大型生産ラインは動かせません。そして本シ
ステムの普及で現電力会社の収益の柱である引込線２相１００ボルトが低下
する。電力会社の収益構造が変われば大口需要家に負担がかかるという様
に電力業界そして石油業界のエネルギー供給体勢が全く変わってくる。もちろ
んこの時の自然エネルギーＰＰＳ業者も電力業界の影響と同等の影響を受け

 る。大口需要者はこの事に依って高額な電気料金から自家発電に一般の消
費者は増々システム切換に進み（低所得者も現在の電気料金、ガス料金、自
家用車のガソリン代)に比較して買取り可能な価格まで普及が進みます。街並

 の街路灯も太陽光自家発電で対応できるでしょう。又、﨑に自然エネルギーＰ
ＰＳを電力会社の送電網に乗せる事に否定的な提案をしましたが、自然エネ
ルギーＰＰＳが立地於いて5000KW/Hから2万KW/Hの発電量が確保されれ
ば、その立地地域の大口需要者の発電会社として活動されるでしょう。又、同
時に給湯器、I.H.ヒーターを含む家電製品とLEDを含めた省エネ家電も増々同
時進行するものと思われます。以上　夢の新エネルギー政策であります。

9475 個人 女性 原発は未来の子供達の為には、プラスになるとは思えません。原発を廃止し
て下さい。よろしくお願いします。

9476 個人 男性 具体的な国民の電気使用及び生産、経済安定へのシフトチェンジの政策を打
ち出し尽力される事を一国民として願います。

9477 個人 無職 50代 女性 原発依存ゼロを支持
します

たとえば「お金がいっぱいあるが病気で苦しむ」のと「お金は少ししかなく生活
は苦しいが健康」なのでは、大多数の人は後者の健康を選ぶと思います。そ
れと同じで、「原発エネルギーは潤沢にあるが、放射性廃棄物（処理不能）が
あり、放射能で汚染された国土（このままでは福島以外にも事故で増える可能
性大）」より「エネルギーは不足かも知れないが、汚染されていない国土」の方
が、良いに決まっています。エネルギーはなければそれなりに回っていくもの
です。人口だって減少していくのですから、事故前には戻れないんですよ。

9478 個人 原発が止まった時、変化なく電気をつかっていたので、原発はだだの危ない
物にしかなっていないと思います。原発のない社会にしてください！

9479 個人 ・私は今ニュースで伝えられている事しかわかりません。・本当に私達や子供
達のために、安全な国にして下さい。

9480 個人 ＦＯＲアニマルズ　ＦＯ
Ｒネイチャー

海の生きもの、地上の生きものの恵みで生きている。それに対して原発で金
を得てあなたがたがしていることは恥です。生きもののために、自分のため
に、私は原発にＮＯといいます。

9481 個人 男性 原発比率を30年まで
に ①０％とする。

・孫などの世代のために安全安心を考え、想定外のことがあればコントロール
できない原発は０にする。・想定外のことは必ずあるが、原発は対処法がな
い。（福島や周辺地域の現状を見る）・早急に原発以外の発電方法に切り替え
る。その方法だが再生可能エネルギーである。旧来の原発への補助金、各種
助成金その他全てを投入する。原発では保障　賠償　除染に莫大な費用をか
けても完全完璧がない。・厄介者の核のゴミは１日も早く出さないようにする。
今までのもの、３０年までに出るものは全て、今ある原発内に保管する。地下 
海洋 大気への放出０とするため、コンクリート、鉄板併用等の厳重な遮蔽ドー
ムのようなものをいくつも作る。・こうした戦略は景気好転をもたらす。鉄 電気 
電設 建設 土石 不動産など、直接間接はあるが全ての業種が潤う。雇用もふ
える。◎国家戦略室が国民のこれからを考え、適切的確な方向へ提言 施策
を実践されることを期待します。

9482 個人 無職 50代 男性 原発０シナリオを選び
ます。

核廃棄物の無害になるまで１０万年以上かかるため、時間の単位がちがうが
チッソ水俣のタレ流しと同じことです。

9483 個人 男性 原子力に依存しない新しいエネルギー採用を積極的に推進して下さい。

9484 個人 原発比率は当然０％
です。

この期に及んで意見聴取会と称して電力会社の宣伝の舞台を画策するなど、
相変わらずの経産省の浅知恵にはあきれる。　消費増税の財務省が東日本
震災に役立つならば消費増税もやむを得ない、としたアンケート結果をチャン
スとばかりゴリ押ししたとの同じ。　社内保障をとってつけるあたりも浅知恵
で、もうこんなサル芝居にだまされる国民はいないということもわかっていない
お前らはサル回しのサルか？



整理
番号

個人/
法人等

職業 年齢 性別 ご意見の概要 御意見及びその理由

9485 個人 男性 私は０シナリオ、原子
力発電は０％を選び
ます。

原子力は原子力のごみの処理廃炉のあとも放射線がのこること、ウランが日
本にないこと、福島県に人が住めない地域ができてしまったこと（浪江町、双
葉町、大くま町など）から考えて原子力は０％にすべきと思う。　福島県浜通り
は良い土地なのに人が住めないのは日本の大きな損失だ。人が住めるの
は、５０年先。広島市と長崎市は原子力爆弾が１９４５年におちている。今は
２０１２年なので６７年たっている。広島と長崎は福島よりひどい害をうけてい
る。広島は福島再生の良い先生になるだろう。放射線のある土地がよみがえ
ることは５０年位先か。エネルギーは、火力、水力、自然エネルギー、太陽光、
風力でまかなうべきだ。風力は岬は風がつようので、岬に作った方がいいと思
う。北海道のえりも岬、千葉の犬吠埼。伊豆のいろう﨑、稚内のさっぷ岬、宗
谷岬。特に北海道のえりも岬、野寒布岬は日本の最も強い風がふくといわれ
る。風車は岬に作った方がいいと思う。

9486 個人 女性 ゆるやかで無理のない反原発をのぞみます。極論ではなく現実的に一歩づつ
でも確実に！！

9487 個人 女性 私は、今からでも原発ゼロ社会が成り立つことができると思っています。私た
ち都民からは福島の原発から電気を搾取してきて原発事故後福島県及び東
北の方々の家を奪ってしまった責任があります。だからこそ,私は脱原発依存
の社会を望みます。

9488 個人 女性 原発反対！！ 子供たちに明るい未来を。

9489 個人 男性 原発から自然エネル
ギーへ

安全な未来作りをお願い致します。今の選択がこれからの日本の将来を大き
く左右するはずです。どうかよろしくお願いします。

9490 個人 - 原発エネルギーに対して、反対の意見が大きく広がる中、再稼働を進められ
る真意について、立場が変われば意見は変わるのかもしれません、なぜ廃止
出来ないのか　ということを、オープンにして、解決策を話し合う機会があれば
よいと思います。原発関連の仕事をされている方には悪いですが、同じように
農家、漁業、など生活の基バンを失われた人達もいます。世の中にはムダに
使っているエネルギーであふれています。今回、反対運動をする人が増えて
いるので、その人達は自分の生活をシンプルにすることを否定しないと思いま
す。作ることより削ることに焦点を当てていきたいです。

9491 個人 男性 『原発０』

9492 個人 男性 原発は可及的速やかに全てを廃止して下さい。国民の命を守るため。よろしく
お願いします。
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9493 法人・
団体等

6月29日にエネル
ギー・環境会議から、
国民的議論のための
3つの選択肢が示さ
れ、パブリックコメント
の募集が開始され
た。この機会に、日本
原子力産業協会とし
て以下の2点を要望
する。・電力の安定供
給確保を考えた上
で、再生可能エネル
ギーの導入の不確実
性等を考慮すると、
安全確保を大前提
に、今後も原子力を
選択肢として残し、比
率については時間を
かけた冷静な議論を
行うこと・選択の結果
について、エネル
ギー政策基本法に準
じ、約３年と時期を明
示して、検証の実施
を義務づけること

平成24年8月10日　一般社団法人 日本原子力産業協会  ○はじめに  原子
力に対し感情論が先行し、推進を口にするだけで、非難を浴びるような状況で
ある。こうした中、国家の行く末を左右するエネルギー問題が検討されること
に強い懸念を抱く。短期的な世論に捉われず、慎重な議論が行われる事を期
待する。○『原子力の安全確保、将来リスクの低減』東京電力福島第一原子
力発電所事故を真摯に捉え、得られる反省事項を活かして、安全確保に最大
限の努力を傾注することが第一の使命である。特に原子力技術について注目
すべき点を挙げる。①国内の原子力発電に対し、国内外の英知を集めて徹底
した安全強化対策に取り組み、世界最高水準の原子力発電システムの確立
を目指す必要がある。②原子力先進国として、世界の共有財産ともいえる原
子力技術の維持・向上に努め、原子力振興国を含めた世界の原子力発電の
安全性向上に貢献していくことは、我が国の責務である。③取り組みが遅れ
ている高レベル放射性廃棄物の処理処分の問題についても、早急に取り組
む必要がある。一方、避けては通れない廃棄措置にも高度な技術力が求めら
れる。上記３点を確実に実施するにあたっては、技術進歩を怠ることは許され
ず、人材の確保・育成が不可欠である。○『エネルギー安全保障の強化』と
『地球温暖化問題解決への貢献』我が国のエネルギー自給率は４％と極めて
低く、原油価格の高騰や化石燃料調達先の中東地域への依存など、さまざま
なリスクに直面している。また、過去のオイルショックによる日本経済の大混
乱で学んだように、資源小国日本は、脱石油エネルギー源の多様化を志向
し、地元との厚い信頼関係をベースに原子力発電や原子燃料リサイクルの確
立をエネルギー政策の柱として推進してきたところである。今後も安全性の確
保を大前提に、これらの柱を維持すべきである。また、海外に目を向ければ、
化石資源を有している国でさえ、自国の資源確保に奔走し、原子力を推進し
ているのが実態でもある。化石燃料の争奪戦が今後一層激化することは、想
像に難しくない。さらに、化石燃料を依然として高い比率で使用することは、地
球温暖化を助長する大きな要員ともなる。一方、再生エネルギーは、化石燃
料依存度の低減とＣＯ２排出量の削減に寄与する。その技術開発に国を挙げ
て、長期的視点から取り組む必要があり、将来的に、エネルギー全体の３割
前後まで引き上げることを努力目標にしていることは認識している。しかしな
がら、太陽光・風力のように技術面、コスト面、或は気象条件に左右される
等、不確実性があるものを、実績のある火力・原子力と同じ土俵で議論するこ
とは、現段階では非現実的である。それゆえに、原子力を選択肢として残し、
エネルギー供給の安定化への寄与と、温室効果ガス削減に対する先進国とし
ての義務を果たすべきである。○『コストの抑制、空洞化防止』原子力を化石
燃料と再生可能エネルギーに置き換えると、電気料金が、さらに上昇すること
となり、結果として、国民生活への負担が明らかに大きくなることは避けられな
い。また、家庭用と同様に、産業用の電力料金が上昇することについて、海外
への工業製品輸出で成り立っている国内産業への影響を、冷静に評価する
必要がある。今後、産業用の電力料金が上昇すれば、産業の海外移転が進
み、雇用の喪失、国内産業の空洞化が加速することから、その影響について
充分な検討がなされるべきである。さらに、電力消費地への電力安定供給を
支えてきた立地地域の経済等にも影響を及ぼすこととなり、充分な配慮がなさ
れなければならない。○計画的な検証　中長期にわたるエネルギー需給を現
在予見するのは難しい。国際的なエネルギー情勢、技術革新、我が国の経済
動向等を配慮し、定期的な検証を行う必要がある。検証の時期としては、エネ
ルギー政策基本法に準じ、約３年が適切であると考える。また、世界情勢の
変化等、不足の事態が発生した場合においても、速やかに見直すべきであ
る。○最後に　昨年 3月11日の東日本大震災および東京電力福島第一原子
力発電所事故で、現在も大変多くの方々が、過酷な日々を送っており、一刻も
早い復興のために、今後も国民一丸となった継続的な支援が必要である。特
に、事故により国民の多くは、原子力の安全性への不安と不信、さらには放射
線に対する恐怖心や風評被害が生じていることから、放射線に対する理解活
動を積極的に進めなければならない。
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9494 法人・
団体等

会社
員・
公務
員

70代 男性 ～生涯技術者として
の意見～「シナリオゼ

 ロ」を強く推奨▼一生
を技術屋として働い
た者として原発を冷
静に見た場合の原発
実用化について、・原
発は実用化のレベル
に無い未完成技術で
ある。・人造物は完全
な品質は有得ず、必
ず事故や誤り更には
天災等の外的要素も
有り得る。通常製品
は事故などの補償が
可能であるが、原発
のリスクは企業は基
より国レベルでも補
償しきれない程の甚
大事故も有り得る。
▼寄って原発は現状
では実用化すべきで
はない。問題解決の
研究を継続する段階
である。

◍現状の原子力発電は「未完成技術」である。即ち、①事故等の甚大なリスク
を低減或は消滅する技術が無い事。②運転時の高濃度使用済核廃棄物の最
終処分が極度に難しく、地中に埋めるしかなく１０万年の管理が必要、未来に
大きな付を託す事に！日本には未だ無い！③更に、寿命の尽きた原発（ＥＬＮ
ＰＰ）の解体と高濃度核解体廃棄物も②に同様。・寄って、実用化は未達成で

 大変大きな問題を含んだ物と言える。◍安全性について、そもそも人間が造る
構造物で「絶対（品質）安全」は有得ない。即ち、①完璧な設計、完璧な構造
物建設、完璧な管理・運転など完璧はない。その上、②人造構造物は運転時
の劣化があり、寿命がある。更に、③人間が運転すれば過ちも勘違いもあり、
誤動作も発生する。・原発はひとたび事故発生で甚大なリスクとなる事は過去
の事故例を見れば明らか。事実核燃料溶解となった深刻事故は、スリーマイ
ル島、チェルノブイリ、そして福島３件も発生！他の人身事故を加えれば更に

 増える。日本の原発数事故率は１０％と極めて高い！◍原発コストは、原発の
検察、運営管理、使用済み高濃度核廃棄物、ＥＬＮＰＰの解体とその高濃度廃
棄物等莫大な費用、及び原発の立地誘致費、最終処分場の立地誘致など
等、莫大な費用（試算出来ない程）が必要。更には、ひとたび事故発生で莫大
な事故処理費用、被災地賠償費用及び経済への甚大なマイナス影響など、
国家レベルでも補償しきれない（今回の東日本大震災で実証）状況を日本は
身を持って実体験したはず。全体では膨大な費用が必要！原発コストは安く

 は全くの大嘘！◍原発のメリットである大気汚染物質二酸化炭素の発生が低
い事と、事故時のリスクと高濃度核廃棄物最終処分の未解決を相対的に比
較して全く割に合わない。まして、ひとたび事故あれば放射能汚染という環境

 汚染を引起す事に。◇以上から、原発の実用化は未完成技術で、リスクを過
小評価し莫大な費用を掛けて原発開発の技術者がごり押しで未完成技術を
持ったまま実用化をして居ると言える物で現状現段階では、問題解決の研究

 継続が急務で、実用化は時期尚早であったのである。◇原発の為に使ってい
る膨大な費用を他のエネルギー開発に廻し未来にも安心した物を早急に実現
すべく日本の技術開発力を持ってすれば必ずや成し遂げられると考える。そ
の為には、原発稼働ゼロにし、大きく舵を切り他エネルギー開発に振り向けこ
れまで原発開発に使っていた膨大な費用をその為に使うべき。

9495 個人 男性 私は、自然エネルギーに関する事を以前よりより少々考えてきた者で、はじめ
てお手紙を出させていただきます。昨年の東日本大震災における福島第一原
子力発電所の事故により、原発の安全神話が崩れ、また、その影響で多大な
損失が日本に生じ、これらの事により、今後のエネルギー政策に関し、大きな
一石を投じています。しかし、現在、将来の日本のエネルギーと環境問題を広
く国民から聴取し、その意見を今後の国政に活かす第一歩として、「エネル
ギー・環境会議」が発足したことは称賛される画期的な事と考えています。私
は、自然エネルギーに関し色々考えてきました。今現在考えている自然エネ
ルギー装置は重力と水を利用したもので、浮力の違いを利用する浮力エネル
ギー差変換装置です。重力と水を利用すると言っても、物体の体積に対する
浮力（アルキメデスの原理）を利用するだけのものであり、特に難しいと言うも
のではありません。ただし、この装置の原理は私のオリジナルではなく、イギリ
ス人発明家の発想が多分にございます。浮力を利用した自然エネルギー装
置として別図を添付いたします。図では浮力の違いにより、反時計回りに回り
ます。日本や世界の人々の役に立つものと思っています。よろしくお願いいた
します。

9496 個人 男性 ・石油コンビナートを
５％ずつ削減しなが
ら新エネルギーコン
ビナートを５％ずつ増
殖させて行けばどう
でしょうか！！

 ＜2030年の日本のエネルギー環境を考えるにひとことメッセージ＞・環境メッ
セージ「四国ユートピア２１」で提案活動をやり出して４、５年になります。内閣
府にも機会があるごとに、２・３回お送りしています。読んでいただけました
か？何課がもっていますか？だれの机の中に入っていますか？男性職員が

 読みましたか？女性職員の感心がありますか？・ものすごいことを書いてあり
ますが、お送りした所は何の反応も無しでうんともすんともないですので。ここ

 らで一休みして活動停止（原発ではないですが）にしたいと思っています。・こ
うして環境メッセージを寄せ集めてみたら、３０Ｐ分４，５冊、郵便料金８５０円

 重さ１０３０ｇに増殖してしまいました。・東京圏も被曝し、放射線と紫外線と太
陽バクハツにて熱線とで、体をこわす（めげる）人が多数出ています。皆様に
おかれましても体には充分すぎるほど気をつけ合いながら業務に励み下さ
い。

9497 - - - 女性 母として子どもを守り
たい!

昨年秋、赤ちゃんを授かりました。この子の未来に、美しい地球を残してあげ
たいです。どうか原発ゼロでお願いします。個人で出来ること、親としてやって
います!森蓮の母

9498 - - - 女性 - 将来的に無くすべきだと思っていらっしゃるのなら、できるだけ早く無くして下さ
い。原発が安全であると思っている国民なんて居ません。国民のための政策
を実行して下さい。電力の無い生活は考えられませんが、それが原発が必要
な事には直接結びつかないはずです。私たちは安全で幸福な生活を望んでい
るのです。私たちはあきらめません。庶民の力をみくびらないで下さい。

9499 - - - 男性 - 原発はいらない　電気より国土の安全だ

9500 - - - 女性 - 2030年原発利用の程度ですが、私は、2012年の今ただちに、0%を切望しま
す。今、現在、日本（関東です）に住んでいる状態で2011年3月11日の福島第
一原発の事故以降、放射能の心配で100％楽しんで生きていけません。自然
エネルギーをもっとアピールして下さい。
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9501 - - - 女性 - 前略　原発問題に関して一筆申し上げます。ただちに原発をとめてしまうと電
力の1/4が失われてしまうなど今すぐ何らかの100％のソリューションはないか
もしれません。しかし、未来を預かるお立場として失礼ながら貴殿は
"INNOVATIVE"な解決策を10年、20年内には打ち立てる責任があります。"で
きない"ということはあまりに簡単です。どうか、ご自身の責任を今一度お考え
下さい。早々

9502 - - - 男性 - 原発はできるだけ早くやめて、自然エネルギーにチェンジしてください。2030年
の割合0%を求めます。自分には小さな事しかできないですが、可能な可能性
があるのならば、0%目指しましょう!!みんなで、その方向に向かいましょう!!やれ
ばできる。まず0%の決断を!!

9503 - - - 女性 - ･今すぐ原発を止め自然エネルギーに変換して欲しいと思います。･小さい子
どものため将来がとても心配です。

9504 - 会社
員・
公務
員

- 女性 - 古川大臣様はじめまして。6才と4才のママです。高校の教員をしています。未
来の子どもたちの為に、日本の為に原発をゼロに!おねがいします。

9505 - - - 女性 - 原発の利用反対!!国民の皆へ、いつやめるのかを確実に決めて下さい。この
ままでは日本は必ず原発により被害を放むることになるでしょう。子どもや家
族、友人･･･の為にこの活動をTVでも放送して頂きたい。

9506 - - - 女性 - これからは人や環境にもできるだけ負担のないエネルギーを使いたいです。
もう原発は再稼動させないで下さい。未来のために。どうかお願いします。

9507 - - - 男性 - 原発やだ

9508 - - - 女性 - 原発絶対反対!!!子供達のために明るい未来を!もっとテレビで中継して欲しい
です。

9509 - - - 女性 - まだ原発事故で自分の家に帰れない人がたくさんいます。原発のどこが安全
なのでしょうか？

9510 - - - - - 原発反対!!自然エネルギーにシフトしていくことが大切!

9511 - - - - - 原発の利用によって様々なリスクがあると思います。事故が起きてからではも
う遅いです。未来ある子供達を救いましょう!!原子力村から殺し屋を送られる
位正しい政治をしよう。

9512 - - - 女性 - 原発をやめることでたくさんのリスクを背負うことになると思います。自然エネ
ルギーだけではむずかしいかもしれません。それでも、私たち国民は日本の
未来のために、一緒にリスクをせおいます。おねがいします。原発をやめて下
さい。

9513 - - - 男性 - 原発に関わる様々な人達の生活を守るために徐々に脱原発に移行していくと
いう大臣の主張には賛成ですが、実際にイスラエル、アメリカ、イギリス偽ユダ
ヤ、朝鮮マフィア、原子力ムラの構造を変えない限り、絶対変わりません。大
臣の認識は正直甘すぎます。国民の方が真実を求め行動しています。原発が
すぐ無くなることは誰も思っていないけど、政府としてまずは「脱原発、被災者
支援｣を明確にして下さい。

9514 - - - 女性 - 7/1の代々木公園アースガーデンで「18年後の原発利用についての議論が進
んでいて8月には法定される」という事を知りました。政治の中心を任う方々が
今後の原発のあり方をどう考えているか。新聞やニュースで見る限り本当に
「原発以外の道を選んでくれる」と思っている国民はどれだけいるでしょうか。
国民は無力です。しかし国民の生活や幸せよりも政治を動かす原動力になっ
ているものに気が付かない程無知ではありません。

9515 - - - 男性 - 電気は大切だと思います。でも永久に消えることのない原子力熱料は今後ど
うするおつもりでしょうか。国民一人1万円払っても自然エネルギーに転管す
べきだと思います。なにか具体的な案を!!

9516 - - - - - 拝啓、大臣様　梅雨中の不快な時期に大任ご苦労様です。私は秋田の田舎
町で生まれ育ちました。山と川と空、自然に囲まれ生きてまいりました。夜は
星明りで十二分、おじい、おばあは日の出と共に起きて野良仕事に精を出し
ていたものです。お願いです。私たちの暮らしを文明で奪わないで下さい。美
しい自然を子供達に残したいのです。「足は地にあり｣とおっしゃるなら、どうか
大地を汚さないで下さい　敬具

9517 - - - 男性 - 国家のビジョンをはっきりして下さい。原発に関してははっきり言って不要で
す。国民一人あたり一日、5kwh～8kwhセツヤクすれば電気はあまります。大
丈夫です。すぐとは言えませんが3年、5年先位に目標を立て、家族一同お願
いします。

9518 - - - 男性 - 想像してみて下さい。原発の無い世界を。我々と一緒にそんな世界を創造し
て行きましょう。日本人である事に誇りを持てる未来を子供たちに。
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9519 - - - 女性 - 原発が大切なものだとしても人間の命以上でなければすぐにやめるべきで
す。チェルノブイリと同じ道を歩む事はもう見えています。未来の子供がいなく
なってもいいのでしょうか。お金が全てでしょうか

9520 - - - 男性 - 原発反対　日本の未来の為　子供の為に!!

9521 - - - 男性 - <要望>･原発の利用をできるだけ早くやめて下さい。･原発を何年にやめるか
決めて下さい。･自然エネルギー（火力、水力、地熱、光)を大幅に導入する目
的･目標を掲げて下さい。･重要な会議なのでテレビやインターネット動画など
で生中継/再放送なぞをして下さい。以上です。

9522 - - - 女性 - 原発は再稼動しないで欲しいです。そちらへ使う予算は、自然エネルギーの
開発などへまわして下さい。原発でまだ事故がおこったらそれの処理のほうが
お金がかかります

9523 - - - - - クリーンな未来を子供たちへ･･･原発反対　電気がなくなって不便でも原発の
ない世界の方がよいです。

9524 - - - 男性 - これからは原発のない時代にしてもらいたいです。なぜならすでに福島で多く
の被害がでています。原発反対!

9525 - - - 女性 - 古川元久国家戦略担当大臣様　はじめまして。内濱知代子と申します。一歳
になる娘の母として、企業で働く一社会人として、「原発をできるだけ早く(!!)や
めて下さい!!」ということを伝えたく、お手紙を書かせて頂きます。「すぐに無くす
ことはできない」という事情が色々とあることは分かりますが、今ここで「絶対
になくすんだ!」という強い意志を持たずにいては、結局はいつまでもズルズル
となくならないと思います。2030年、娘が成人になるまでに原発のない日本に
なるように、今こそ動きだすべきです。どうかよろしくお願いします。

9526 - - - 男性 - 脱･原発に向けて、会議をスムーズにすすめて下さい。具体的な案を、明確に
国民全員に伝えて下さい。

9527 - - - 男性 - 古川大臣様　全くの想定外のことが起こりえるということが2011年3月11日に
日本人みなが思い知りました。この状況の中で原発を再稼動させることは信じ
られません。次このような事故がおこれば日本はカイメツ的になるのではない
でしょうか。もうこのまま原発は動かさないで下さい。

9528 - - - 女性 - 古川大臣殿　あなたは｢チェルノブイリハート」というドキュメンタリー映画を見
られたことはありますか？この映画を見てなおあなたの子供達の健康が保た
れるかどうか考えて下さい。原発がなくても私達は生きていけます。

9529 - - - 女性 - 古川大臣　原発はなくしてください。自然エネルギーだけで生活していく事は
可能だと思います。というより、自然エネルギーのみで生活できます!!やって出
来ない事はないのです。人の命あってこその世界です。現実問題では難しい
事が多くあるかもしれません。それでも私は原発がなくなることを強く願いま
す。

9530 - - - 女性 - 原発の利用を早くやめてください!!原発を動かさないと電気代があがるとかで
すが、電気代上がってもいいです!!少し暗くても駅のエスカレーターが止まって
も、きれいな空気と水と子供が外遊びのできる環境をうばわないで下さい!

9531 - - - 男性 - 私は12才と0才の息子を持つ親です。原子力発電は環境に取り返しのつかな
い悪影響を与え、子供のそのまた子供、さらに未来の子孫に多大な負の遺産
を残すおろかな行いです。この先の時代において必ず歴史が現在のあやまち
を明らかにします。原発は必要ないです。正しい判断をお願いします。

9532 - - - 男性 - 自分は福島を故郷にもつ者です。故郷と同じ悲劇をくり返さないでください。風
力･水力など自然の力を利用することに研究を進めてください。よろしくお願い
致します。

9533 - - - 女性 - 原発は過去のエネルギーです。人間の手におえないものの存続を利権にから
んで民主党が決めることはぬぐい切れない汚点として残ります。ずっとずっと
民主党を応援して希望をたくしましたが、原発の姿勢を見て民主党をすてよう
と考えてます。未来への本気の本当の政治をして下さい。

9534 - - - - - 原発利用をやめてください!!すぐにやめてほしいですがせめていつやめるか、
決めて下さい。"自然エネルギー導入"おねがいします。子供たちのためにも
おねがいします

9535 - - - 女性 - こんにちは。出来ることならば原発に頼らない日本、地球にしていきたいと私
は感じます。ですがまだまだ知らない事、皆にもっと本当の事実を知らせてい
かなければ判断出来ないと思います。今からでも変えられることがあります。
今すぐ行動を!（私たちも）

9536 - - - 女性 - 原発の利用で誰が得をするんでしょう。目先の利益、大事ですか？あなたは、
どれだけ得をしますか?キレイゴトではなく本心を語って下さい。原発は本当に
必要か、お利口さんの頭で分かってるはず。やめましょうね。原発は。

9537 - - - 男性 - 反原発運動は動員数も10万人を超えております。今後の日本の在り方を国民
の声を考慮した上で、考えていただければと思います。

9538 - - - 女性 - 子どもたちの未来をイメージできますか？青い海、おいしい魚、緑の山々、し
んせんな野菜、美しい日本を残すことを考えて･･･そしたら原発はもういりませ
ん。本当にお願いですから原発はもうやめて!!2児の母 (削除)
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9539 - - - 女性 - 古川元久様　7/1、本日から電力買取制度がはじまった事はとても大きな一歩
だと思うのですが、それに反し大飯原発は本日再稼動しようとしています。福
島原発は終息どころか4号機の冷却システムに異常が起きてます。もうメチャ
クチャとしか思えません。日本はこの先どう進むのか、大きな決断をする時で
はないでしょうか？日本だけではなく国際的問題ですよね。日本の動きを全世
界が見てます。原発を止めて子供達に明るい未来を作ってください!

9540 - - - 女性 - 原発の利用をできるだけ早くやめて下さい　原発反対です。

9541 - - - 女性 - 原発やめて下さい!!自然エネルギーにお金を使って下さい!!国民の意見に耳を
かたむけて!!

9542 - - - 男性 - 原発をやめて欲しいです。できるだけ早く自然エネルギーに変えてください。

9543 - - - 男性 - 貴方に子供はいますか？その子供がガンにかかったらどうしますか？貴方の
孫がガンにかかったらどうしますか？答えは自ずとでますよね。

9544 - - - 男性 - 色々難しい問題があるとは思いますが、できるだけ早急にこの地球から原発
がなくなるようお願いします。僕も出来る限りの応援します。

9545 - - - - - 日本の未来を決める大切なエネルギー政策を国民の声を無視して決めない
でください。声を聞いて下さい。原発反対です。

9546 - - - 女性 - もし、自分の家の前に原発の施設があったり、廃棄場があったら安心して暮ら
せる気はしません。古川大臣は住めますか？自分の大切な家族をそこに住ま
わせますか？私にはできません。ニュースで色々な情報を観るものの、自分
が賛成なのか反対なのか決められずにいました。けれど、原発がなくとも、自
然エネルギーの導入やピークカットと省エネの仕組みがあれば、電力が多く
使われる季節でも大丈夫なことや、原発がなくなることでランニングコスト、事
故時の対応費や賠償コストも無くなり、経済活動にも大きなプラスになることを
知り、地球の為、自分の為、未来の子の為、世界の為に原発利用は必要ない
と思います。なのでどうか、原発利用を早くやめられる様にして下さい。お願い
致します。

9547 - - - 女性 - 原発利用をしなくてもエネルギー問題を解決する方法、フリーエネルギーを考
えてはいかがでしょうか？利権を手放し、世界資源の分かち合い、世界が安
心してくらせるように、勇気をもって原発中止へ前進して下さることを願いま
す。

9548 - - - 男性 - 脱原発に踏み出す勇気を！！応援してます！

9549 - 学生 20代 男性 - こんにちは古川元久様。私は宮城県の仙台市出身の25才学生です。震災に
よりわが町仙台も壊滅的な打撃を受け、震災当時は原発の放射能が実家ま
で届くのではないかと非常に不安な日々を過ごしました。世界一平和な日本
が放射能の恐怖になぜさらされなければならないのでしょうか？将来も不安
なのは絶対にイヤです！！脱原発をするのは今しかないんです！！原発0%

9550 - - - 女性 - 9才男子の母です。原発を全て廃止して下さい。全て止めた場合の危惧より
も、子供がこれから生きて行く日本のみならず、全世界、地球の未来を考えて
頂きたい。廃止した場合、どの様にしたら良いのかの対策を取って頂きたい。
官僚や政治家が利権で稼動させている様に思えてなりません。民主党を次回
の選挙では選びません。日本や世界を不安に陥し入れる原発にはＮｏです。

9551 - - - 女性 - 「何よりも大切なのは生命です」経済を第一に考えても、人間がいない地球に
は電力も何も無価値となります。原子力の無い日本を目指したい。

9552 - 学生 20代 - - 私は都内に住む20才の大学生です。3月11日の東日本大震災があり、福島と
離れている東京でも、放射能の危険をいつも感じています。出身は、山形県で
自然豊かな町で育ちました。同じ東北の地である福島県が、放射能汚染によ
り、避難せざるをえない人達がいること、東北で育てられたおいしい食べ物が
食べられなくなること、どれを考えてもやりきれない思いでいっぱいです。女性
である私は、将来子どもをちゃんと産めるのだろうか、そんな不安があります。
これからの日本について考え、できるだけ早く原発の利用をやめて下さい。そ
して、この会議の情報がとりあげられるべく、ＴＶ中継やネット中継を求めま
す。

9553 - - - 女性 - 早く原発をやめて、自然エネルギーを大幅に導入する目標を揚げて下さい。

9554 - - 20代 女性 - 古川国家戦略担当大臣へ。1985年うまれ、27歳です。これからの日本を担
い、ここで家族をつくり、未来をつくりたい。私の、私たちの願いは、興味は、政
権交代ではありません。エネルギーのｃｈａｎｇｅ。日本の本質的なシフト。どう
か私たちの声を聞いて下さい。美しい未来のための、あるべき選択を。

9555 - - - 女性 - 地震の多い国日本は原発に適してないと思います。核廃棄物の問題もありま
す。なるべく早く脱原発して下さい。
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9556 - - - 女性 - 古川元久様。私たちの大切な子どもたち、家族のため、美しい日本のため、世
界に見本となる国になりましょう！！国民よりも国の経済を選んだ野田総理、
古川さんも一人の日本人として同じ考えですか？？どの国よりも美しい国と言
われる行動をとれるのは、古川さん、あなたの「心」にかかっていると思いま
す。どうか、私たちと同じ気持ちでありますように･･･。いつも見ています。頑
張って下さい。

9557 - - - 女性 - 古川大臣様。原発は危険をはらんでいるため今すぐやめていただきたいで
す。できるだけ早く自然エネルギーへの転換を希望します。

9558 - - - 男性 - 「夢高くして足は地にあり」私も原発は直ちになくすことできず、なくすべきでな
いと思う。ただし、経済を考え、早めにちがうエネルギーに転換を望みます。あ
なたにしかできない！！

9559 - - - 女性 - 前略。人生の折り返しを迎えている私は正直なところ現実を受け止める以上
の事は念頭に無いという実に無責任な考えをしておりました。でも行動を起こ
し歩み出している若者達の姿に触発されました。原発事故の直ぐ後で「ただち
に影響は無い」と言われました。でも現実はどうでしょう。若者達は「ただちに」
抗議行動せずここまで大きく広がってつながってきています。日本の若者は捨
てたもんではありません。侮る事なく大切に育ててください。

9560 - - - 女性 - ◎原発を止めてください。◎後始末の出来ない事は即止める事。◎後々の人
につけを残すのは止める事。

9561 - - - 男性 - 原発の利用をやめて下さい。速くやめて下さい。

9562 - - - 女性 - 古川様。日本だけでなく世界、地球のために原発の利用を中止してほしいで
す。人間だけの地球ではないはず。自然エネルギーで豊かに生きていきたい
です。便利よりも安全をお願い致します。ｙａｙｏｉ　ＭＡＨＡＬＯ！

9563 - - - 女性 - 古川様。脱原発依存、よろしくお願いします。福島を1日も早くうしくしまに戻し
て欲しい。もう原発はいりません。

9564 - - - 女性 - 2011年の「想定外」の原発事故が全てを物語っています。想定内に全てがお
さまりません。将来数十年数百年にわたって悪影響を及ぼす可能性のある原
発施設は廃止すべきです。経済はまわります。「無いもの」として行動すれば
必ず方法が確立されます。ドイツなど諸外国の試みも良い面悪い面是非参考
にしつつ進みましょう。

9565 - - - 女性 - 原発の利用を早くやめてください。戦争・福島と体験して良くない事をやってる
意味がわかりません。

9566 - - - 女性 - できるだけ早く原発ゼロを目指して下さい。未来の子供達に自信を持って「日
本はすばらしい国だ」と言えるように。自然エネルギーを大幅に導入する国を
共に目指しましょう。

9567 - - - 女性 - 「エネルギー環境会議」議長古川元久様。去年の3.11の原発事故で、原発は
安全だという神話は崩れました。未来の子供達の為に原発の利用をやめ、自
然エネルギーに変えていくよう、行動して欲しいです。エネルギー環境会議は
大変重要な会議なので、ＴＶやネットで中継してもらいたくお願い申しあげま
す。

9568 - - - 女性 - 日本は今、原発をやめる時なのだと思います。今やめずして、いつやめます
か？再稼動したら、やめる機会はなくなります。原子力は、ヒトが手を出しては
いけない領域だと思います。子供たちの未来をうばわないでください。

9569 - 学生 - 男性 - 古川元久様。国家戦略担当大臣という重役、日本の未来を決めるという責
任、日々悩まれて自分を犠牲にする時も多いことと思います。この度、革新的
エネルギー環境戦略で原発依存についてがメインテーマになると思います。
僕は福島出身で原発についていいイメージがありませんが、原発利用を直ち
に止めることは無理なことは分かっています。むしろ日本の経済を縮小させる
なら原発を止めるべきではないと思います。ただ将来的に原発を止めるか、
放射能の危険の無い原発を作って欲しいと思います。僕は理系の大学に通っ
ていて、いま、エネルギー研究が盛んなことを知っています。日本は科学で成
り立っている国。科学が進歩すればエネルギー問題も解決します。是非、日
本の科学技術にも目を向けていただいて、戦略会議に参加して欲しいです。

9570 - - - - - ・原発の利用をやめてください。・原発を何年にやめるかはっきり決めてくださ
い。・自然エネルギーを大幅に導入する目標を掲げてください。・原発に関する
重要な会議をテレビやネットで中継してください。子供のため、これからの平和
のために原発をやめるべきです。

9571 - 会社
員・
公務
員

- 女性 - こんにちは。はじめまして。私は今年から社会人1年目で会社員として働いて
いるものです。連日の職務でお疲れかと思いますが、今がこれからの社会に
とって大事な時期であり、みなさまが古川さんに期待をよせております。ぜひ
とも原子力の依存から脱却し自然エネルギーに転換していく社会の流れをつ
くって下さい。私もあなたさまもそして大切な周囲の人のためにも。

9572 - - - 男性 - 国の戦略はエネルギーから食を考えないとなりません。農こそが国力です。人
民のための本質を見極めた戦略を希望します。
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9573 - - - 女性 - 日本の未来のため、子供たちのために原発を考え直したいです。皆で「くらし」
を考え直していきたいです。日本人はできると思います。できる国民です。信じ
ています。愛❤日本。

9574 - - - 男性 - ・原発を何年にやめるのか早く決めてください。・国民が納得する、きちんとし
た説明をして下さい。

9575 - - - 女性 - 私は原子力の電気を使いたくありません。外の市民の声を聞いて下さい。貴
方様もここ日本に生きている、生活していくのだと思います。だとしたら、何
十、何百年かかるかわからないですが、まずは、一度でも原子力から離れて
みて下さい。そして福島の地に帰れなくなった方々に生きていいんだと希望を
話し合いましょう。

9576 - - - 男性 - 原発は大事故が起きれば設置している場所だけでなく、広大な地域にいや世
界に被害を与えます。その影響は特に子供に大人以上の健康被害を与えま
す。科学者は原発をコントロールできると考えていますが、核分裂による原発
の放射性物質は化物だと思います。また核廃棄物の問題もあります。いまこ
そ日本は本気を出して自然エネルギーの実用化にエネルギーを投入し、次世
代に胸をはれる政策を行うべきです。これは世界へのモデルにもなると思いま
す。良い選択をお願いします。

9577 - - - 男性 - お忙しい中、目を通していただき有難うございます。この度、一国民として今後
のエネルギー利用に意思表示するため、この便りを送付した次第です。8月に
開催されるエネルギー環境会議にて、自然エネルギーの積極的な導入と原発
の段階的な利用停止の方針を打ち出して頂ける事を望んでいます。どうぞ今
後の持続可能な成長を見据えたご決断をして頂くよう、お願い致します。

9578 - - - 男性 - 国民の一人として原子力は絶対に選択しません。国民の意見をくんだ選択を
望みます。

9579 - - - 女性 - 古川元久様。どうか、原発の利用はやめて下さい。東日本大震災の年、私た
ちは電力が足りなくなって日本中が節電しました。それをもう一度、今度は永
久的にやりましょう。誰も日本人なら文句はいいません。原発を動かして得す
るのはいったい誰なんですか？人と地球のことを一番に考えて下さい。お願
いします。

9580 - - - 女性 - 原子力は必要ない。私たちの未来に、子供たちに笑顔を残して欲しい。

9581 - - - 男性 - 電力会社のボーダーラインを取り除けないのでしょうか。再生エネ買い取り制
度も始まりましたし、企業等の新規参入が進めば原電はいりませんね。建設
中の原発4基も建設計画予定の10基も日本には必要ありません！明るい未
来を、より良い日本を造っていただきたいと思います。

9582 - - - 男性 - 原発の問題は非常に難しい問題です。できれば原発を使わずして日本国民
全人類が生活できればＢＥＳＴだと思うが、急にはそれは難しいことですが、少
しずつ現実的な具体的な目標をたてて、少しずつ減らし、エネルギー源をシフ
トしていくようにすべきで、昔からの古いでっかい動かしにくいシステムを少し
ずつこわして根元からただす必要があると思います。今の日本はすべてこれ
がいえることだと思います。すべて根元からたちましょう。

9583 - - - 女性 - 原発は反対です。東北の方々の苦しみを動物たちの苦しみをくりかえしてはな
らないと思います。自然なエネルギーを使いましょう！原発はやめましょ
う！！何年にやめるのか、はっきりして下さい。お願いします。

9584 - - - 男性 - 原発をやめて自然エネルギーをすすめて下さい。そのための財源を国が責任
をもって予算化して下さい。政治は、国民の声を政治に反映するのが仕事で
す。それならば、国民の声に従って政治をすすめてもらいたい。

9585 - - - 女性 - 原発は絶対に反対です。いつまた大地震が起きるかわからないのに毎日不
安で過ごしています。一日も早く原発をなくしてください。

9586 - - - 女性 - ・原発の利用をやめてください。・会議などはテレビやネットで中継して下さい。

9587 - - - 男性 - 私は原子力発電所の将来的な、できる限り早急な廃止を希望します！それに
際し、・廃止年度を明確にして下さい！・又、自然エネルギーを大幅導入する
目標の政策を提示して下さい。・加えて、テレビやネット等のメディアを通して
会議を中継し、情報を公開して下さい！宜しくお願い致します。

9588 - - - 女性 - 私は、現在大学で幅広く環境問題について学んでいます。原子力について勉
強する機会もあり、原発事故が起こる前までは原発もあってもいいという考え
でいました。しかし、今回の事故で日本は多くの大切なものを失いました。原
発を0ゼロにしてください。その代わりに、私は自然エネルギーを積極的に導
入し、カーシェアリング等の新しいシステムを広め、新しいエネルギー利用の
概念を提案していきたいと考えています。よろしくお願いいたします。

9589 - - - 女性 - 宜しくお願いします。命があってなんぼ。まず生きてるだけですごいんだという
ことを再認識したい。きれいな空気をおもいきりすってくらしたい。子供に未来
を。皆で動けば何でも可能！！自然に生かされている人間。まず自然ありき。
なめてはいけない。
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9590 - - - - - 今や誰もが知っている原発のおそろしさ、何も知らない人でも知っている原発
があることでたくさんの人が苦しんでいる。どうかわかってほしい。みんなの願
い、原発0。　Ｐｅａｃｅ　ｍａｒｋ送ります。

9591 - - - 男性 - 原発の利用を今すぐではなくて、できるだけ早くを目標に止めてほしいです。
原発をなくすのにも長い時間と大きな費用がかかるので、少しずつでも進めて
もらいたいです。お願いします。

9592 - - - 女性 - 私たち国民のことを想っているなら、絶対に原発いらないです！！本当に、本
当にやめて下さい！！お願いします。

9593 - - - - - 私達の将来、子供達の将来の為に、どうぞ原発の利用をできるだけ早くやめ
て下さい。私達が安心して暮らしていけるよう、原発を何年にやめるか、できる
だけ早く速やかに決めて下さい。原発の代替となるエネルギー、自然エネル
ギーへの変更を検討して下さい。そして導入する目標、案を掲げて下さい。エ
ネルギーに関する会議は国民も参加できるようテレビ、ネット中継をできるだ
け多くして下さい。

9594 - - - - - 原発の利用をやめて下さい！又、自然エネルギーを大幅に導入する目標を掲
げて下さいますようお願いいたします！

9595 - - - - - 原発を何年にやめるか決めてください。早急に原発をやめて下さい！！将来
の為にも！

9596 - - - - - 原発を止めてくれ！！民主党に失望しています。

9597 - - - - - なぜ原発にたよるのですか？安全で安心に暮らせる日本にして下さい。私達
も子ども達も原発を動かす日本では未来がありません。原発の再稼働は絶対
に反対です！！

9598 - - - - - 自然エネルギーを大幅に導入する目標を掲げて下さい。原発を全て廃止すべ
きです。

9599 - - - 男性 - 元々原発がないのに、世界がちゃんとあるので、原発がいらないものと思いま
す。

9600 - - - - - 原子力発電所はいりません！！！

9601 - - - - - ①原発の利用をやめて下さい。40年以上の原子炉の使用がどんな安全性の
根拠をもって延長が決められてきたのか、何ら情報もないまま福島の事故を
むかえたのは、国家、国民のエネルギーに対する議論の不足があげられま
す。自然エネルギー議論をすみやかに進め、これ以上の根拠なき原発使用を
やめて下さい！そして、国民との広い議論の場をもうけ、戦略をうち立てるよう
きたいします。

9602 - - - - - これ以上、原発はＳｔｏｐ！！「Ｈｅａｌ　ｔｈｅ　Ｗｏｒｌｄ　地球をいやそう！｝これは、
神からの警告。もうやめよう、もう十分です。未来の子どもたちのために、美し
い地球をのこして下さい。Ｈｅａｌ　ｔｈｅ　Ｗｏｒｌｄ．　Ｓａｖｅ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　Ｃｈｉｌｄｒｅｎ．

9603 - - - - - 原発に頼らない、自然と共に共存できる世の中にする為になら、いくらでも協
力していきますので、選ばれたことを、忘れずに頑張って働いて下さい！！正
しい情報開示願います。

9604 - - - - - 原発依存を確実にゼロにしていくため、原発を完全に廃止するスケジュールを
明確に決定していただきたいです。「革新的エネルギー環境戦略」の情報公
開、中継を求めます。

9605 - - - - - あなたはどこの国の人ですか？主役は国民です。電力は一次エネルギーで
まかなえますよ。

9606 - - - - - 原発を無くすのはむずかしいと思いますが、自然エネルギーなど他の電力を
利用してほしいと思います。

9607 - - - - - 原発の利用を早急にやめてください。一国も早く、安心した暮らしがしたいで
す。一般市民でも自然エネルギーを導入しやすい環境をつくってください。い
ろいろなことをわかりやすくしてほしいです。

9608 - - - - - 未来の子供達、未来の地球のため、原子力全て止めて下さい。原子力ありが
とう。

9609 - - - - - これまで原発は安全なエネルギーと言われてきましたが、3.11であのようなこ
とが起きた今、それは日本人も国際社会でも通用しません。「2030年までに原
発０％」をベースに進めて下さい。自然エネルギーを大幅に導入するシステム
を政府主導ですすめて下さい。日本がこれをリードすることでしか外国に対し
ても反省の態度を示すことはできないと思っています。

9610 - - 20代 男性 - こんにちは。古川さんの「徐々に原発への依存度を下げていく」という路線の
方針は読ませてもらいました。もちろんどんな事にも段階的な順序というもの
がある事は理解できます。ならば、何年までに原発依存の態勢から脱却する
のか、具体的な方針を決定して下さい。そして、それをできるだけ早期の目標
として出してほしいのです。僕達は1日でも早い原発のない日を望んでいま
す。
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9611 - - - - - 原発を再稼動する前に、どれだけ電気の使用を抑えられるか、全国民で努力
をしてみるべきだと思います。ムダが多すぎると思います。原発関連で働いて
いる人は、国が仕事を用意してあげるべきだと思います。電力不足より、国民
の安全を！

9612 - - - - - 2030年だったら出来る！日本にしかできないクリーンエネルギー革命を起こし
ましょう！すてきな争い事のない社会へ、ゆっくりでもいいので、歩みましょ
う！

9613 - - - - - 私達は福島での出来事をもっと真剣に、今まで以上に受けとめ、脱・原発の方
向で国民の安全、生命を守っていかなくてはなりません。私は0％原発の日本
に生まれ変わって欲しいのです。今回、日本の国民が味わっているこの状況
はまず私達が変えて行くべきだと強く感じます。納得できる選択をして下さい
ます様、どうぞよろしくお願い致します。

9614 - - - - - 原発の利用はやめてください。原発が稼動しなくても、国民はそれなりに節電
などを行い、普通にくらしていけます。昔の生活を行えばいいだけであって、
便利な暮らしをもとめすぎです。国会議員の人達ももう少し、ふつうの人のくら
しを学ぶべきです。

9615 - - - - - もっと本質を見てください。きちんと現実を見てください。もっと地球のことを考
えてください。もう皆わかっています。きちんとした人であれば、答えは決まっ
ているはず。

9616 - - - - - 原発再稼動に就いては、様々な事が云われて居ります。最有力な理由として
は経済的な面ですが、昨年の福島で証明されましたが、一度事故が起きると
その損失は得られる利益を遥かに凌駕しますので是非原発「0」ゼロを目標と
して下さい。

9617 - - - - - 最近、官邸前にたくさんの人が集まって、大飯原発再稼動反対行動をおこ
なっています。原発そのものに反対しているのではなく、代替となるエネル
ギー産業の可能性があるからこその行動だと思います。日本の未来のために
柔軟性をもった考えで政治をすすめて下さい。

9618 - - - - - “国民の議論”という名のもと有識者のみを集めるのではなく、一般市民にも
オープンな形で原発に関する議論をして頂くことを望みます。

9619 - - - - - 今、日本、そして世界のみんなは原発に対し、強い不安感、不信感をもってい
ます。昨年、一気に節電政策でさまざまなところの電気が節約された時、正直
「これで十分だよね。」という声が私のまわりでたくさん起きました。必要なエネ
ルギー量をもう一度見直して、みんなが安心して使える発電方法をえらんで下
さい。よろしくおねがいします。

9620 - - - 女性 - 原発は1日も早くなくなるべき。これから自分の子供が（娘14才）子供を産もう
育てようと思う日本にしてもらいたい！！すぐには無理なことは理解出来るが
…　早くなくす行動をみせて下さい！！ＯＫＫＯ

9621 - - - - - はやく自然エネルギーに変えて仕事をふやして、原発なくても経済がまわるよ
うにしてくださいね。期待しています。たのむよ！！

9622 - - - 男性 - 将来なくすのではなく、今すぐになくすべきもの、それが原発です！あなたは
あの大災害を目の当たりにしてもなお、なくすべきでないなどと寝言を言って
いられるのですか？早く目を開いて、僕たち将来世代のためを想って国づくり
をお願いします。

9623 - - - - - 日本全国の原発を無くし、太陽光発電など自然エネルギーに変えて行くべき
だと思います。自分達の住む地球がこれ以上はかいされないためにも、昔な
がらのやり方や自然と共存すべきです。そうやって人間は生きてきたんだと思
います！

9624 - - - - - From Australia  Please consider highly the risks & damages nuclear 
activities can impose on the environment !! Sustainable engineering is the 
solution !

9625 - - - - - Stop nuclear Power ! Use renewable energy instead. We need Sustainability. 
Nuclear waste and the risk of nuclear accidents are too dangerous for the 
future. It's about our future !

9626 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 脱原発 原発を続けることは、将来の子どもたちにどうすることもできない危険な放射
能を残すことになります。子どもたちに核のない未来を築くことが私たちの使
命です。そのためには「ゼロシナリオ」しかありません。

9627 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 脱原発 原発を続けることは、将来の子どもたちにどうすることもできない危険な放射
能を残すことです。子どもたちに核のない未来を築くことが私たちの使命で
す。このためには「ゼロシナリオ」しかありません。



整理
番号

個人/
法人等

職業 年齢 性別 ご意見の概要 御意見及びその理由

9628 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 脱原発 原子力発電所稼動について、国会前抗議行動に見られるように多くの国民の
理解が得られていない事から「ゼロシナリオ」しかありません。

9629 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 脱原発 福島第一原発事故で国が作り上げてきた「原発の安全神話」は崩壊しました。
私たちの命を守るには｢ゼロシナリオ」しかありません。

9630 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 - 原発を続けることは、将来の子どもたちにどうすることもできない危険な放射
能を残すことです。子どもたちに核のない未来を築くことが私たちの使命で
す。そのためにも「ゼロシナリオ」しかありません。

9631 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 3.11の福島第一原発
事故で国が作り上げ
てきた「原発の安全
神話｣は崩壊しまし
た。私たちの命を守
るには｢ゼロシナリ
オ」しかありません。

世界的に危険ということが今回の事故で判明したため。

9632 個人 会社
員・
公務
員

50代 女性 大事故の危険と被害
の巨大さや放射性廃
棄物の処理問題。

昨年3月11日の大地震による原発事故は、今もなお国民の生活を脅かし続け
ています。汚染された地域の住民は家にも帰れず、不自由な生活を強いられ
ていて、いつまた大地震が起こるかも知れない恐怖感の中で、私たちも生活し
ています。実際、電力は必要です。しかし「原発の安全神話」が崩壊した今と
なっては、他のエネルギー（主に自然）の拡大に努力すべきで、将来の子ども
たちの為、地球環境を考えた上でも「ゼロシナリオ」しかありません。

9633 個人 その
他

40代 女性 大事故の危険と被害
の巨大さ。

3.11の福島第一原発事故で汚染された地域には、いまだに帰れず、今もなお
各地で基準を超える放射性セシウムが検出されています。将来を担う子ども
たちが安心して未来を築くには、原発をなくすことが重要であり、「ゼロシナリ
オ」しかありません。

9634 個人 会社
員・
公務
員

40代 女性 将来的な「ゼロシナリ
オ」を目指して欲しい
と思います。

3.11の日に原発の安全神話はくずれましたが、現実的に原発に依存している
状態だと思います。早急に、環境にも配慮した自然エネルギーで十分な電力
が確保できるよう、開発に取り組んでほしいと思います。

9635 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 原発に換わるエネル
ギーを用意して廃止
してください。

子供が小さいので電力を使用します。電気は必要です。原発に換わるもの
（太陽光発電など）を用意してから廃止をお願いします。

9636 個人 会社
員・
公務
員

30代 - ゼロシナリオですら遅
すぎる。原発は即時
廃止すべき。

いつ想定外の災害が発生するかは誰にもわかりません。3.11の福島第1原発
事故の例を見るまでもなく、取り返しのつかない事態が生じてからでは遅すぎ
ると思います。第2の福島をつくりださないためにも、今ある原発は即時廃止に
向けて作業を開始するべきです。

9637 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 ゼロシナリオ 多くの方が放射能汚染を避けての生活を余儀なくされている事から「ゼロシナ
リオ」しかない。

9638 法人・
団体等

会社
員・
公務
員

50代 女性 福島第一原子力発電
所の事故究明がされ
ていないなか、また
全国の原子力発電所
の安全が明確になっ
ていないことから、
「ゼロシナリオ」しか
ありません。

-
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9639 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 原発の安全性等 福島第一原発事故の責任所在の曖昧さや、今後の対策の不透性さ（日本の
性質によるところが大きいと思いますが…）から、今後「ゼロシナリオ」を目指
さないことには、日本の未来はありません。

9640 法人・
団体等

- 20代 女性 原発の被害を自分の
家族など大切な人が
受けた場合、とても悲
しい。今被害を受け
た人も同じ気持ちだと
思う。安全な処理の
仕方で、別のエネル
ギーを確保していっ
てほしい。

-

9641 - 会社
員・
公務
員

50代 女性 原発の安全性 原発を続けることは、将来の子どものたちにどうすることもできない危険な放
射能を残すことです。子どもたちに核のない未来を築くことが私たちの使命で
す。そのためには「ゼロシナリオ」しかありません。

9642 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 原発の「安全神話の
崩壊」

放射性物質は、人間にとって健康上の問題を引き起こす可能性があり、更に
は数千年、数万年、数億年という、人間にとっては永遠と言える期間に亘っ
て、広範囲に拡散しながら存在し続ける極めて危険な存在である事から、「ゼ
ロシナリオ」しかありません。

9643 法人・
団体等

- - - 自然のエネルギーを
活用する方向は、考
えられないのでしょう
か？

放射性物質を放出し続け危険なものよりも、安全で活用できるものへの転換
をしてほしいです。

9644 個人 会社
員・
公務
員

40代 女性 「ゼロシナリオ」を決
定し、自然エネル
ギーの拡大に努力す
べきです。そのこと
が、新しい日本の経
済成長にも寄与する
はずです。

放射性物質は、人間にとって永遠と言える期間に亘って、広範囲に拡散しな
がら存在し続ける極めて危険な存在であることから「ゼロシナリオ」そして、自
然エネルギーの拡大に努力するほかないと考えるからです。

9645 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 - 3.11の福島第一原発事故で国が作り上げてきた「原発の安全神話」は崩壊し
た。私たちの命を守るには「ゼロシナリオ」しかない。

9646 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 - 放射性物質の最終処分技術が確立されていない事から「ゼロシナリオ」しかあ
りません。

9647 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 - 3.11の福島第一原発事故で国が作り上げてきた「原発の安全神話」は崩壊し
ました。私たちの命を守るには「ゼロシナリオ」しかありません。

9648 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 - 3.11原発事故により、原発を続けることは、子供たちの未来を築くことが出来
ない。そのために「ゼロシナリオ」しかない。

9649 個人 会社
員・
公務
員

40代 女性 - 3.11の福島第一原発事故で国が作り上げてきた「原発の安全神話」はくずれ
ました。汚染された地域にはいまだ住民は帰れず、今もなお各地で基準値を
超える放射性セシウムが検出されています。原発を続けることは、将来の子
どもたちにどうすることもできない危険な放射能を残すことです！子どもたちに
核のない未来を築くことが、私たちの使命です。そのためにはゼロシナリオを
決定し、自然エネルギーの拡大に努力すべきです。
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9650 個人 - - 女性 - 「原発の安全神話」は、3.11の事故で崩壊しました。福島第一原子力発電所は
今もって不安定な状態にあり放射性物質を放出し続けています。放射性物質
は人間にとって健康上の問題を引き起こす可能性があります。放射性物質の
最終処分技術が確立されていない今、私達の命を守るために「ゼロシナリオ」
しかありません。自然エネルギーの拡大に努力すべきだと思います。

9651 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 大事故の危険と被害
の巨大さ

大飯原発の再稼働により、他の原発への影響が懸念される。特に伊方原発
は最も危険な原発と言われており、地震が起これば安全性を保つことは不可
能だと思う。3.11の福島第一原発事故と同じ過ちを繰り返すことはしないで欲
しい。「ゼロシナリオ」の他に私たちの安全を確保するみちはないのではない
か。

9652 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 「ゼロシナリオ」を決
定し、自然エネル
ギーの拡大に努力す
べきです。そのことが
日本経済成長にも寄
与する。

原発の制御を完全にできてないので危険性が高い。徐々に自然エネルギー
に転換していくべきで、その事により日本経済も活性化されると思われる。

9653 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 ①2030年原発依存
0%　ゼロシナリオ

危険な原発に依る他に、大分県等、温泉が出る県では地熱発電等新エネル
ギー開発の研究･取組みに真剣に取組めば、脱原発が可能になると思える。
ヨーロッパ諸国では現に原発以外の電力開発に取組んでおり、企業がらみの
原発による利潤追求、体質が脱原発への道を防んでいると思える。脱原発、
資源開発への予算を真剣に増やして欲しい。大分県などもっと地熱発電によ
る電力需要のウェイトを増やして欲しい。震災の犠牲者の供養（死を無駄にさ
せない為にも）安易に昔の原発時代に戻るべきではない。

9654 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 多くの方が放射能汚
染を避けての避難生
活を余儀なくされてい
ることから「ゼロシナ
リオ」しかありませ
ん。

-

9655 個人 会社
員・
公務
員

40代 女性 「ゼロシナリオ」を決
定して、自然エネル
ギーの拡大に努力す
べき

-

9656 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 2030年の原発依存0%
「ゼロシナリオ」

3.11の福島第一原発事故により、発電所は今もって不安定な状態にあり、放
射性物質を放出し続けています。このまま原発を続けることは、将来の子ども
たちにどうすることもできない危険な放射性物質を残すことになります。子ども
たちにとって安全な未来を築くことが私たちの使命です。そのためには「ゼロ
シナリオ」しかありません。

9657 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 2030年の原発依存0%
の選択

3.11の福島第一原発事故により、福島第一原子力発電所は今も不安定な状
態で危険な放射性物質を放出し続けています。原発の事故究明のなされてい
ない中、原発を続けることは未来の子供達に大きな危険をもつ負の財産を残
すことにもなります。子供達に核のない未来を築くためには「ゼロシナリオ」し
かありません。

9658 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 脱原発を推進し、
2030年の原発依存0%
にするべきである。

原発の安全神話は、3.11の福島第一原発事故で崩壊し、放射能で汚染された
地域には住民が帰ることもできずにいる。事故が起こった場合の危険と被害
の巨大さを考えると脱原発しか考えられない。太陽光、風力等の自然エネル
ギーへの転換を進め、原発依存0%にすべきである。電気料が高くなってもや
むを得ない。

9659 - 会社
員・
公務
員

30代 男性 原発の不必要性につ
いて

原発に依存しない国を作るべきだ。風力･太陽光など、自然エネルギー大国を
目指し、世界的にもリーダーシップを発揮することを目指してほしい。

9660 個人 会社
員・
公務
員

40代 女性 大事故の危険と被害
の巨大さ

3.11の福島第一原発事故で汚染された地域にはいまだに住民は帰れず、今
もなお各地で基準値を超える放射性セシウムが検出されています。原発をな
くすことが重要であり、「ゼロシナリオ」しか選択肢はありません。
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9661 個人 会社
員・
公務
員

40代 女性 放射性物質の環境へ
の放出、拡散を完全
に押さえ込むことは
不可能であり、将来
への負担を残すこと
はできないので、「ゼ
ロシナリオ」しかあり
ません。

私が大学2年の春、チェルノブイリで原発事故が起こりました。その頃、英語と
物理で原発について勉強して、原発とはとてもおそろしいものだと感じました。
ひとたび事故が起これば放射性廃棄物はおびただしい量となり、地球規模で
はとうてい処理できません。当時、ＮＨＫで人気のあったキャスターの宮崎緑さ
んが、しきりに新聞紙上で原発の安全性を説き、推進していましたが、安全な
はずがないし、チェルノブイリの人たちの健康に被害が及ばないはずがないと
思っていました。やはり20年以上たった今でもチェルノブイリでは甲状腺のガ
ンに苦しむ若い人たちが多いと聞きます。今、福島にいる方は、確実に内部
被ばくしているはずです。福島の惨事を教訓に脱原発を願うばかりです。

9662 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 「ゼロシナリオ」を決
定し、自然エネル
ギーの拡大に努力す
べきです。そのこと
が、新しい日本の経
済成長にも寄与する
はずです。

-

9663 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

50代 男性 放射性物質の最終処
分技術が確立されて
いない事から「ゼロシ
ナリオ」しかありませ
ん。

-

9664 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 地震国日本での原発
の安全性への疑問

放射性物質の環境への放出・拡散を完全に押さえ込むことは不可能であり、
将来への負担を残すことは出来ないので「ゼロシナリオ」しかありません。

9665 個人 会社
員・
公務
員

20代 男性 地震国日本での原発
の安全性への疑問

将来を考えると、日本は必ず地震がおこり、原発の安全は、保障できない以
上、「ゼロシナリオ」しかありません。

9666 個人 会社
員・
公務
員

50代 女性 「ゼロシナリオ」しか
ありえません。

各地で地震が頻発している中、原発の安全神話が崩壊した今、安全でクリー
ンな地球を未来の子ども達に残すためには「ゼロシナリオ」しかありません。
人間に限らず生きているものは未来に命をつなぐ事が使命です。その未来を
私達の手で壊すことのないように！

9667 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 原発の（安全神話の
崩壊）

3.11の福島第一原発事故で国が作り上げてきた「原発の安全神話」は崩壊
し、私たちの命を守るには「ゼロシナリオ」しかありませんが、自然エネルギー
の拡大と充足が整うまでは必要な側面も事実だと思います。

9668 個人 - 50代 男性 再稼動に賛成してい
るのは、内閣と企業
だけ。これだけ国民
が反対しているのに
なぜわからないの
か？ゼロシナリオ以
外の選択肢はありえ
ないのは明白。

唯一の被ばく国である日本に、3.11が多大な被害（被ばく）を引き起こしている
現実を野田総理は直視すべき。また日本を核の危険にさらすつもりか！放射
能の怖ろしさを軽視するのもはなはだしい。

9669 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 放射性物質の最終処
分技術が確立されて
いない事から「ゼロシ
ナリオ」しかありませ
ん。

-

9670 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 放射性物質の最終処
分技術が確立されて
いない事から「ゼロシ
ナリオ」しかありませ
ん。

-

9671 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 原発の「安全神話」の
崩壊

「ゼロシナリオ」を決定し、自然エネルギーの拡大に努力すべきです。そのこと
が新しい日本の経済成長にも寄与するはずです。
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9672 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 原発の安全神話の崩
壊

多くの方が放射能汚染を避けて避難生活を余儀なくされている事から「ゼロシ
ナリオ」しかありません。

9673 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 ゼロシナリオを決定
し、自然エネルギー
の拡大に努力すべき
だと思います

3.11の福島第一原発の事故により、これまで国が作り上げてきた原発の安全
神話は完全に崩壊し、この事故によりもたらされた被害の巨大さに改めてこの
施設のもつ危険性を思いしらされたばかりであり、いまだに事態の収拾のつ
かない中での原発の再稼動には疑問が残ります。ゼロシナリオを決定し、自
然エネルギーの拡大をすることで新しい日本の経済成長にも寄与できると考
えます。

9674 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 ゼロシナリオを推進し
ます

「絶対の安全」がありえないものとわかった以上、原発依存からの脱却は当然
の道である。

9675 個人 会社
員・
公務
員

20代 女性 地震国日本での原発
の安全性

原発を続けることは、将来の子どもたちにどうすることもできない危険な放射
能を残すことです。子どもたちに核のない未来を築くことが私たちの使命で
す。そのためには「ゼロシナリオ」しかありません。

9676 個人 会社
員・
公務
員

50代 女性 原子力利用のプロセ
スで生じる被爆

3.11の福島第一原発事故で国が作り上げて来た「原発の安全神話」は崩壊し
ました。日本の国土を守るためには「ゼロシナリオ」しかない。

9677 個人 会社
員・
公務
員

50代 女性 大事故の危険と被害
の巨大さ

3.11の福島第一原発事故で汚染された地域には今だに住民は帰れず、今も
なお各地で基準値を超える放射性セシウムが検出されています。原発をなく
すことが重要であり「ゼロシナリオ」しか選択肢はありません。

9678 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 - 原発を続けることは、将来の子どもたちにどうすることもできない危険な放射
能を残すことです。子どもたちに核のない未来を築くことが私たち親の強い願
いであり、使命です。そのためには「ゼロシナリオ」しかありません。

9679 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 放射性廃棄物の処理
問題

原発を続けることは、将来の子どもたちにどうすることもできない危険な放射
能を残すことです。自然エネルギーの拡大に努力すべきで、子どもたちに核
のない未来を築くことが私たちの使命であり、そのためには「ゼロシナリオ」し
かありません。

9680 個人 会社
員・
公務
員

50代 女性 大事故の危険と被害
の巨大さ

3.11の福島第一原発事故で汚染された地域には今だに住民は帰れず、今も
なお各地で基準値を超える放射性セシウムが検出されています。原発をなく
すことが重要であり、「ゼロシナリオ」しかありません。

9681 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 完全な安全性の確保
がなされていない限
り、原発に依存すべ
きではない

昨年の震災による福島原発の事故を見ても安全性が完全に確保されている
原子力発電所など日本にはないと思われます。今回は自然災害による事故
でしたがテロリストや、カルト教団などによる攻撃を受けた場合などは想定さ
れているのでしょうか？あらゆる可能性を考えた上で安全性が確保されてい
ないのであれば、我々は原発に依存するべきではありません。

9682 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 核管理社会の不定 放射性物質の最終処分技術が確立されていない事から、「ゼロシナリオ」しか
ありません。

9683 個人 会社
員・
公務
員

40代 女性 原発は今すぐ廃止す
るべき！

放射性物質は現代の科学力では処理できない危険なものである。原発は今
すぐ廃止し、自然エネルギーの推進を行うべきである。
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9684 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 3.11の福島第一原発
事故で、国が作り上
げてきた原発の安全
神話は崩壊しました。
私たちの命を守るに
は、「ゼロシナリオ」し
かありません。

-

9685 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 放射性物質の環境へ
の放出、拡散を完全
に押さえ込むことは
不可能であり、将来
への負担を残すこと
はできないので「ゼロ
シナリオ」しかありま
せん。

放射性物質は将来の子どもたちにどうすることもできない危険な放射能を残
すことになる。子どもたちに核のない未来を築くことが私たちの使命と考える
からです。再生可能な自然エネルギーへの転換を早急に行うべきと思いま
す。

9686 個人 会社
員・
公務
員

40代 女性 3.11の福島第一原発
事故で、国が作り上
げてきた「原発の安
全神話」は崩壊しまし
た。私たちの命を守
るには、「ゼロシナリ
オ」しかありません。

-

9687 個人 会社
員・
公務
員

50代 女性 自然エネルギーを充
実させ、原子力に依
存しないように計画を
見直してもらいたい。

日本はどの地域も、活断層等による東日本大震災レベルの地震及びそれに
よる原子力発電所の事故は予想されると思います。

9688 - 会社
員・
公務
員

40代 男性 3.11の福島第一原発
事故により国が作り
上げてきた「原発の
安全神話」は崩壊し
ました。私たち国民の
生命を守るには「ゼロ
シナリオ」しかありま
せん。

「ゼロシナリオ」を決定し、自然エネルギーの拡大に努力すべきである。そのこ
とが新しい日本の経済成長にも寄与するはずである。

9689 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 福島原発事故により
原発の安全神話は崩
壊しました。人間の命
を守るには「ゼロシナ
リオ」しかない。

原子力を制御できるほど人類は発達していない。

9690 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 3.11の福島第一原発
で国が作りあげてき
た「原発の安全神話」
は崩壊しました。私た
ちの命を守るには「ゼ
ロシナリオ」しかあり
ません。

-

9691 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 「ゼロシナリオ」を決
定し、自然エネル
ギーの拡大に努力す
べき。

自然エネルギーの拡大・開発は、我が国の経済成長にも寄与すると考えま
す。

9692 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 3.11の福島第一原発
事故で国が作り上げ
てきた「原発の安全
神話」は崩壊しまし
た。私たちの命を守
るには「ゼロシナリ
オ」しかありません。

-

9693 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 本当に原発はいるの
でしょうか。コストが
高、環境に悪い、安
全性が確立されてい
ない。このような原発
はいりません。（ゼロ
シナリオ）

・昨年の福島第1原子力発電所の事故の原因も分からないのに再稼働はおか
しい。・国策で進めている原子力発電に「想定外」はおかしい。・原発ありきの
再稼働はおかしい。
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9694 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 予測できない事（想
定外）が起きた時、原
発をコントロールする
事が「現に、出来な
かった」という事実か
ら目をそむけてはい
けない。

エネルギー対策の路線変更をしなければならないので、自然エネルギーの活
用方法等をもっと現実的に考え、小電力の水力発電など出来る事から地道
に、大きく進めるべきだと思います。原発をコントロールする事が、現に出来な
かったので、今後も同じ事を繰り返さない為に、勇気を持ってやめる。方向を
変えて行く事を願います。国は、住民の住んでいる民の声を無視して原発マ
ネーの事だけ大事にしている様に見えます。「安らかに眠って下さい。過ちは
繰返しませぬから」日本人は忘れっぽい。政治家は特に忘れっぽい。「記憶に
ございません」とでも？

9695 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 福島第一原発事故発
生により、原発はエネ
ルギー確保という面
よりも危険性を再認
識させられました。私
たしの命を守るため
には「ゼロシナリオ」
しかありません。

大事故の危険と被害の巨大さ。

9696 法人・
団体等

会社
員・
公務
員

40代 男性 - 「ゼロシナリオ」を決定し、自然エネルギーの拡大に努力すべきです。そのこと
が、新しい日本の経済成長にも寄与するはずです。

9697 個人 会社
員・
公務
員

40代 女性 放射性物質は、人間
にとって健康上の問
題を引き起こす可能
性が大きすぎるの
で、安全な生活を守
るためには、「ゼロシ
ナリオ」しかありませ
ん。

たとえ経済的な負担が重くなっても、未来のためにも原発比率をゼロにしなけ
ればならないと思う。10年20年先のことではなく、100年、200年先のことを考
え、太陽光発電や風力発電に移行し、クリーンエネルギー化を早急に導入す
べきだと思う。

9698 法人・
団体等

会社
員・
公務
員

50代 女性 全国の原子力発電所
の安全が明確になっ
ていない状況では
「ゼロシナリオ」しか
ありえないと思いま
す。

-

9699 法人・
団体等

- - - 原発を続けることは、
将来の子どもたちに
どうすることもできな
い危険な放射能を残
すことです。子どもた
ちに核のない未来を
築くことが私たちの使
命です。そのために
は「ゼロシナリオ」し
かありません。

-

9700 法人・
団体等

会社
員・
公務
員

30代 男性 原発の安全性 原発の安全と事故時に適切な対応ができればよいと思う。

9701 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 脱原発 原発を続けることは、将来の子どもたちにどうすることもできない危険な放射
能を残すことです。子どもたちに核のない未来を築くことが私たちの使命で
す。そのためには「ゼロシナリオ」しかありません。

9702 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 脱原発 原発使用後の核燃料の最終処分方法が確立できていない情況では、再稼働
すべきでない。

9703 個人 会社
員・
公務
員

40代 女性 脱原発 放射性物質は、人間にとって健康上の問題を引き起こす可能性があり、更に
は数千年、数万年という人間にとっては永遠と言える期間にわたり、広範囲に
拡散しながら存在し続ける極めて危険な存在であるので、「ゼロシナリオ」しか
ありません
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9704 個人 会社
員・
公務
員

40代 女性 脱原発 放射性物質は、人間にとって健康上の問題を引き起こす可能性があり、更に
は数千年、数万年、数億年という人間にとっては永遠と言える期間に亘って、
広範囲に拡散しながら存在し続ける極めて危険な存在であるので、「ゼロシナ
リオ」しかありません

9705 個人 家事
専業

70代 女性 「原発ゼロシナリオ」
を選びます。原発今
止めない限り、かけ
がえのない子供達の
将来どころか未来も
ありません。

「原発ゼロシナリオ」を選びます。原発の今回の事故は以前から危険性を指摘
してきた声をまったく無視してきた「人災」です。空気・水・土壌・樹木・農作物・
海魚介類を汚染させました。それなのに野田政権は原発再稼動に強行発進
致しました。「原子力がなければ電気は足りなくなる」と国民を騙し続ける野田
政権・経済産省・電力会社は人の命を何と思っているのでしょうか。人間の真
心を持たない血も涙の一かけらもない人達ではないでしょうか。この狭い地震
国日本列島に一番最初に54基も原子力発電所を許可認可してしまった当時
の日本政府官僚達の心理が今だにどう考えても考えても理解できません。原
発は何万年もいや永久に廃棄物核のゴミ放射性物質を処理することが出来
ないエネルギーです。電力会社・国が掲げていた標語「原子力、明るい未来の
エネルギー」を「原子力、暗い人類破滅のエネルギー」に変更したら如何です
か。野田首相に告ぐ『原発に一切頼らない国民が世界中が安心、安全に暮ら
せる再生可能エネルギー』への転換を早急に心から、心から、心から願うばか
りです

9706 個人 家事
専業

20代 女性 原発ゼロシナリオを
選びます。

原発がなければ成り立たない社会はいりません。子どもたちにこれ以上、放
射能の苦しみを押しつけたくない。福島の事故後、どれだけのものを生活から
奪われてきたことか。何よりも命が大事です。2030年までにではなく、即ゼロ
にしてもらいたいです。大飯が再稼動するまでの2ヵ月間、原発ゼロでも大丈
夫だったことを証明しています。

9707 個人 無職 60代 男性 原発ゼロシナリオを
選びます。

原発ゼロシナリオを選びます。なぜなら、人間がコントロールできないものをつ
くってはいけない。今回の福島原発の例は、そのことを教えています。政府や
東電は自らの責任において事実をあきらかにし、キチンと情報公開すべきで
す。イノチに想定外はありえません。原発がないと電力不足で生活が維持で
きないというオドシはやめなさい。

9708 個人 家事
専業

50代 女性 「原発ゼロシナリオ」
を選びます。

「原発ゼロシナリオ」を選びます。なぜなら、端的に言って「お金（経済）より命
の方が大切だ」と思うから。福島の問題はなんら解決されていないのに（どれ
だけの人々が苦しめられているというのか!!）大飯原発再稼動とは何ごとか?!
万一又事故を起こした時、又々想定外というのか？未来をになう子ども達の
命を何だと思っているのか?!私達日本人は被爆（広島・長崎）した民族です。
今こそ、世界の多くの人々が進もうとしている方向（エネルギーのバクダイな
使い方・浪費）でない道を世界に向って発信しなくては、福島・広島・長崎そし
てチェルノブイリ・スリーマイル等々の方々に顔向けができない。推進派（原
発）の人々には、福島等の関係者はいないのですか？人間は失敗もする。け
れど、その失敗から学ばなくてはいけない。

9709 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 原発ゼロシナリオを
選びます。

原発ゼロシナリオを選びます。生物が安全・安心に暮らせる世界をつくるため
にも「ゼロシナリオ」を実現して欲しい。

9710 個人 自営
業

40代 女性 原発ゼロシナリオを
選びます。

原発ゼロシナリオを選びます。未来を担っていく子供たちや、子孫にまで、ツ
ケを回してしまう原発から一刻も早く脱却していくべきだと思います。節電など
の省エネルギーの意識がなるべく多くの人に浸透するよう、取り組んでほしい
です。

9711 個人 家事
専業

40代 女性 原子力発電所ゼロシ
ナリオを選びます。今
すぐ原子力を止めな
ければ、私達、子供
達、子々孫々の将
来・未来はありませ
ん!

放射能の恐ろしさを身を持って体験している我が被爆国において、原子力と
人類は共存できないと思い知らされました。核は（放射性物質）は広範囲に大
地や海を汚染し、人々の身も心も破壊します。日本は地震国です。今や、い
つ、どこで大地震が起きてもおかしくない時期をむかえています。もう二度と原
発事故を繰り返してはなりません。今、原発を止めなくてどうするのですか!
今、まさに（近い）将来の国民の生命を左右するターニングポイントにきている
と思います。生命・健康があっての経済ではないのですか!!原発は事故が起き
れば、人の手に負えない、暴走してしまう代物。そして、賠償や事故後の廃炉
への費用も莫大です。原発がある限り、捨て場のない高レベル放射性廃棄物
（核のゴミ）を出し続けます。国と電力会社はもう、これ以上、国民を騙し続け
ることはやめてほしい。国のエネルギー政策は行き詰まりを向かえ、方向転換
をすべき時期にきています。日本の高い技術力を駆使し、英知を結集すれ
ば、今の原発に占める割合分、又はそれ以上の電力を自然エネルギーで賄う
ことができるはず。国はもっと、再生可能エネルギー（地熱、風力、洋上風力、
太陽光、波力・潮力、水力 etc）や蓄電の技術の分野に力とお金を注いでいっ
てほしい。そして、送電分離をし、民間参入、地域分散型のエネルギーの供給
を推進するよう電力システムを改革して下さい。どうか原発への柵は捨てて下
さい。自然エネルギーで世界一の日本を目指していって下さい。〝私は原発
ゼロシナリオ〟を選びます。
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9712 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

30代 女性 原発ゼロシナリオを
選択します。

福島の原発事故の収束の目処もたっていない状態で安全性の確認が不十分
のままの再稼動はあり得ません。再稼動が強行された大飯では活断層の調
査も不十分なままです。原発がないと電気が足りないという事はあり得ませ
ん。国民の命、健康をないがしろにし、一体何のための原発再稼動なのか、
政府は何を求めているのでしょうか。何を守りたいのでしょうか。汚染が全国
に広まっている現在、見捨てる、諦めるのではなく全てを包み隠さず公表し国
が日本の国自身を立て直す姿勢を示してほしいと心から願っています。そうで
ない限り国民自身が手をとりあって戦っていくまでです。

9713 個人 自営
業

40代 女性 原発ゼロシナリオを
選びます。地震国日
本で安全な原子力発
電は、できないと思う
からです。

原発ゼロシナリオを選びます。地球上でほとんどの地震は、日本をふくむ太平
洋をかこむ地域でおきています。体に感じないものをふくめれば、四六時中地
震がおきている状態です。そのような土地に原子力発電所をつくることじた
い、無謀です。第二の福島第一原発を作らないように、なるべく早く、すべての
原発を廃炉にすべきだと思います。

9714 個人 家事
専業

60代 女性 人間がコントロールで
きない原発は全てた
だちに廃炉にしてほ
しい。

未来に人間がコントロール不確実なシステムを残すことは危険きわまりない。
今生きている世代がきちんと全廃の手だてをとる責任と義務があります。

9715 個人 無職 60代 女性 一日も早く脱原発に
して下さい。

福島での大災害、これは今まで無防備に経済優先に造り続けて来た国や東
電の罪だと思います。これからの子ども達の行く末を考えたら、世界中が脱原
発に向かわなければいけないと思います。増して日本は、今なお放射能を出
し続け、福島の人達が住む所もなく路頭に迷う生活をされていることを、頭に
置いて責任を感じてほしい。

9716 個人 家事
専業

60代 女性 「原発ゼロシナリオ」
を選びます。

「原発ゼロシナリオ」をおし進めてほしいです。自然エネルギーの開発を進め
ていって、その分野での雇用をうみ出せれば、たとえ経済活動がしばらくダウ
ンしても知恵をだしあって前に進んでいけると思います。とり返しのつかないこ
とはやめましょう！みんなで助けあえば、暮しの不自由はのりこえられるはず
です。

9717 個人 家事
専業

60代 女性 原発ゼロを希望しま
す。

①使用済核燃料の問題が、解決する迄は絶対にいけない。②この時期にこそ
自然エネルギへの切替をしなければ後の世に大きなツケを残すことになる。

9718 個人 無職 80代
以上

女性 「原発ゼロシナリオ」
を選びます

「原発ゼロシナリオ」を選びます。1.金があっても命がなければ無意味です。い
ろいろ勉強しました。日米の賛否両論をです。原発賛成は経済関係にもとづ
いて、原発否定は主として研究者、医学者等で科学的に明解。それを読みま
すと、原発の危険性は明らか。廃棄物プルトニウムは、どこの国でもできずに
困っています。国民は金より命が大事だと思っています。国民の命を犠牲にし
てまで国を豊かにするなんておかしな話。一部の金持ちの国ではないので
す。国即ち国民なのですから。2.経済をいう人の話もおかしい。変化をどんど
ん進めたらどうなるか、人間は動かず何をするのか。今の生活でも肉体労働
をしない人が増えている。マシンの上で肉体をきたえなくとも自然の中でいくら
でもできる。家事電化も今のままで十分。

9719 個人 家事
専業

30代 女性 原発ゼロシナリオを
選びます。

日本には自然エネルギーに対する技術も環境もあります。福島原発の大惨事
があり、まだ多くの人が家や職を失った現状をふまえ、同じような事があって
はならないと思います。地震も多くこれ以上原発事故のおこるリスクを増やし
てはいけません。核廃棄物の処理方法も決まらず、全て子供に押しつけてい
る原発は必要ありません。必ず今の世代で解決すべき問題です。原発は必要
ありません。国民が、世界が、厳しい視線でみています。

9720 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 原発ゼロシナリオを
選びます。福島原発
で原発の安全が絶対
ではないことがはっき
りした以上、このまま
原発を使い続けるこ
とは無責任です。

原発ゼロシナリオを選びます。どんな基準を作っても、”絶対”はありません。
人間だけでなく、命あるすべてのものに影響を与える原発を使い続けること
は、生物、地球環境を考えた時、許されることではないと思います。また、今だ
けでなく、長期間消えることのない放射能に誰が責任を持てるのでしょうか。
私は三児の母です。子ども達の未来に、自信をもって残せるものではないこと
は確かですし、今現在健康への影響に日々不安を抱きながらの子育てです。
すべての人が安心して人間らしく生きられるように、知恵も力もお金も使われ
るべきです。「想定外」とか「運が悪かった」などという言葉で今後の人生をあ
きらめさせられてはたまりません。多くの隠し事によって続けられてきた原発よ
り、堂々と胸を張って使い続けられるエネルギーを開発して下さい。豊かな生
活は、命が大切にされる社会でしか実現しないと思います。

9721 個人 無職 60代 女性 今の日本では原発は
考えられない。まして
や再稼動をするとは
信じられない。もし何
かがあれば取り返し
がつかない。他のエ
ネルギー源をもっと
真剣に考えるべき。
政府がもっと予算を
つけるなりして、安全
なエネルギーを推進
してほしい。

-
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9722 個人 家事
専業

40代 女性 「原発ゼロシナリオ」
を選びます。

「原発ゼロシナリオ」を選びます。なぜなら日本に原発がある限り、安心して住
める場所がないからです。地震国の日本で、経済性を優先し、原発再稼動を
進めるのではなく、自然エネルギーを推進すべきです。そして私達一人一人
が節電に積極的に取組む事です。

9723 個人 会社
員・
公務
員

50代 男性 ゼロシナリオを支持
し、今すぐ原発ゼロに
する。

放射能を、制御出来ない物を使うな。

9724 個人 家事
専業

50代 女性 「原発ゼロシナリオ」
を選びます。原発は
倫理に反していま
す。原発は憲法違反
です。

「原発ゼロシナリオ」を選びます。推進派は発原がないと経済が衰退する等、
言っていますが、今度事故が起きたら、日本製品は輸出も出来ず、観光客も
来ず、日本から人も出て行き、衰退どころか壊滅です。国民・市民は原発が無
くても電気は足りている事、原発は電気の為に作られているのではない事をも
う知っています。原発一基動かすのに一体どれだけの電気を使っているの
か、経産省・電力会社はデータを公表して下さい。CO2削減の為という根拠は
崩れるでしょう。原発由来でない電力の開発こそ経済を活性化させる道です。
1%の特権階級の為に99%の市民が犠牲になっています。こんな不平等は許さ
れません。

9725 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 原発ゼロシナリオを
選びます。

国民自体も含めて、省エネルギー化にもっととりくんでいなかいといけないと
思います。

9726 個人 自営
業

50代 女性 「原発ゼロシナリオ」
を選びます。

「原発ゼロシナリオ」を選びます。自然循環型のエネルギー政策を進めて下さ
い。誰もが犠牲を払うことのない未来を模索してください。原発は完全にゼロ
にしてください。今回のリスクから私たちは学んだはずです。大切なもの…自
然なサイクルの中で人間が生きるシステムを取り戻すこと。日本の役割だと自
覚して未来を国民全体で創っていきましょう。

9727 個人 家事
専業

60代 女性 「原発ゼロシナリオ」
を選びます。一たん
事故が起きれば、コ
ントロールできない、
事故の責任の所在も
明らかにしない（でき
ない）原発はいりませ
ん。

「原発ゼロシナリオ」を選びます。　①日本の国土に立地することは、そもそも
間違いです。地震、津波、活断層だらけの日本、狭い国土。　　②処理の困難
なものを使うことは間違いです。他国にもっていくことも同じです。経済の発
展、生活の利便より、生命をえらびたい。　　③事故が起こった時に、対応の
連けいも、責任も、事故処理も、これほどずさんだったにもかかわらず、その
後も今だにシステム作りもされていません。再稼動についても、当事者に調査
を任せて「安全性を確認しました」という政府の無責任さにあきれます。　　④
節電はもっと可能です。蓄電の研究や、自然エネルギーの推進をすすめて下
さい。

9728 個人 家事
専業

40代 女性 「原発ゼロシナリオ」
を選びます。

1.地球温暖化防止につながる。原発を動かす為に大きな熱量が必要になり、
又、動かすと大きな熱が発生します。そのため、動いているだけで、周りの気
温が上がってしまうのです。現に、原発(特に浜岡）が止まってからは、神奈川
で寝苦しい夜は有りません。又、空間線量が3.11以前より下がりました。　2.少
子化対策の一助となる。原発は動かすだけで、放射性物質が外に漏れます。
勿論基準値以下ですが、少量でも生殖機能に影響を与え、子供が授かりにく
くなります。ただでさえ、子供を産みにくい税制になってきているので、様々な
形でサポートして下さい。宜しくお願い致します。子供を大事にしなければ、日
本の未来は暗いままです。

9729 個人 会社
員・
公務
員

20代 女性 原発ゼロシナリオを
支持します。

原発ゼロシナリオを支持します。出来る限り早く脱原発を実現させて欲しいで
す。日本全国で巨大地震発生の可能性が高まっています。原発のせいで子
供達の将来が不安でたまりません。

9730 個人 自営
業

20代 男性 原発ゼロシナリオを
支持します。

原発ゼロシナリオを支持します。巨大地震はいつきてもおかしくありません。
原発にたよらず、自然エネルギーを推進して下さい。自分たちが制御不能なも
のは作ってはいけないと思います。

9731 個人 その
他

10代
以下

男性 原発ゼロシナリオを
強く望みます。

原発ゼロシナリオを支持します。皆が安全に暮らせるように原発は無くしてほ
しいです。

9732 個人 その
他

10代
以下

女性 原発ゼロシナリオを
支持します！！

原発ゼロシナリオを支持します。100％安全な原発はありえません。皆が安心
して暮らせるように原発は無くしてほしいです。

9733 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 原発ゼロシナリオを
選びます。

何十年かかっても確立できない「再処理」の技術に予算をつぎこむより、核の
ゴミをださず、CO2削減にも効果的な「再生可能エネルギー」に予算をつぎこ
む方が日本の将来の経済的発展にも大きく貢献するのは明らか。日本は地
震国。第二の「フクシマ」はもういらない。安心して住める日本にするためにも
原発は不要。
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9734 個人 自営
業

40代 女性 「原発ゼロシナリオを
選びます」

人口減少傾向において、将来的に現在以上に原子力が必要とはとうてい思え
ません。日本は原爆により、原子力の恐ろしさを世界で一番知っている国であ
るにも関わらず、原発を推進してゆく理由が分かりません。『原発ゼロシナリ
オ』は当然の選択です！！

9735 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 原発ゼロシナリオを
選択します。

原発ゼロシナリオを選択します。自然に恵まれている日本なのにその自然を
壊す様な原子力発電は無くすべきだと思います。自然と共存できる社会にし
たいです。今すぐに0パーセントにして下さい。

9736 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 『原発ゼロシナリオ』
を選びます。

『原発ゼロシナリオ』を選びます。原発事故後、息を吸うことも戸外へ出ること
も怖く、外部被曝だけでなく内部被曝の恐怖は今日まで続いています。多くの
人たちは被曝者です。福島の原発は今も尚、収束しておらず、汚染し続けて
います。子どもたちの為に原発を日本からなくし、自然エネルギーに転換して
下さい。

9737 個人 無職 60代 男性 「原発ゼロシナリオ」
を選びます。

「原発ゼロシナリオ」を選びます。欲望に衝き動かされるまま、この地球を汚す
のは絶対に許されません。美しい地球を子孫の為に守る、これが世界の大道
です。この流れに逆行する悪質な企みはやがて滅亡の道の歩むことでありま
しょう。クリーンな再生可能エネルギーを広める為に知恵を出し合い、即行動
しましょう。

9738 個人 無職 60代 女性 原発ゼロシナリオを
選びます。

原発ゼロシナリオを選びます。命より大切なものはありません。絶対安全な原
発とは言いきれないのに、再稼働することは、人間として許されません。子ど
も達のためにも地球をこれ以上汚さないで再生可能なエネルギーを開発して
ください。

9739 個人 会社
員・
公務
員

40代 女性 「原発ゼロシナリオ」
を選びます

「原発ゼロシナリオ」を選びます。命を守りたい！

9740 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 「原発ゼロシナリオ」
を選びます。

「原発ゼロシナリオ」を選びます。子供、大人、世界中の人が原発によって命、
健康がおびやかされることのないようになってほしいです。

9741 個人 会社
員・
公務
員

50代 女性 「原発ゼロシナリオを
選びます」

「原発ゼロシナリオを選びます」いつおこるかわからない地震国日本に今でも
収束できないほどの事故を起こした原発にたよろうとするのは絶対クレイジー
です。命あっての人間、そして未来です。目先の利益のみを考えないで子ども
達の未来を考えてください。

9742 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 原発ゼロシナリオを
選びます。

原発ゼロシナリオを選びます。もし、暴走してしまっても、ブレーキをかける技
術がないと思うからです。では、暴走しなければいいのでしょうか。暴走するこ
とは2度とない、とは人間が操っている以上絶対言い切れません。電気がない
ことの不便さや電気料金が上がり、家計を圧迫する不安はもちろんあります。
温暖化も気になります。でも、この状況から震災前と同じ事をしてはならないと
思うのです。9条と同じように自然エネルギーを活用できる国として世界の手
本となりたいと思います。

9743 個人 会社
員・
公務
員

20代 女性 「原発ゼロシナリオを
選びます」

｢原発ゼロシナリオを選びます」　もっと、火力や風力等の自然エネルギーを推
進して下さい!!　原発が動き続けている間、ずっと人の命もおびやかされつづ
けていることをわかって下さい。

9744 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 原発ゼロシナリオを
選びます。

原発ゼロシナリオを選びます。

9745 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

30代 女性 原発ゼロシナリオを
選びます。

原発ゼロシナリオを選びます。
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9746 - 会社
員・
公務
員

30代 男性 未来を残そう「原発ゼ
ロ」で!!

原発が無くなる事で私達の未来、人類の未来がより明るくなり、原発トラブル
によって未来に残せなくなるものが多くなる。すばらしい地球、日本をこれから
続く未来にしっかりと残して行きたいと考えます。

9747 個人 会社
員・
公務
員

20代 女性 「原発ゼロ」で子供た
ちの健康・笑顔を守
ろう!

原発の影響で国内でも外で遊べない子供たち、セシウムを含む水、食物を食
べ、身体の発達を阻害するリスクととなり合わせの子供たち…。子供たちが皆
平等に生活できるようになることを願います。

9748 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 原発ゼロシナリオを
選びます。

原発ゼロシナリオを選びます。福島の事故で本当に人は、何も出来ないこと
が分かった。また政府は、人の命よりも別のことを守ろうとしている姿もあらわ
になった。そんな日本で原発を再稼動させて、日本人の命は守れるのです
か?　本当のことを国民に知らせて下さい。

9749 個人 自営
業

40代 男性 原子力発電所を日本
からなくしていくべき。
原発ゼロシナリオを
選びます。

2030年までに原発を日本にゼロにするシナリオを選択すべきです。地震がい
つどこに来てもおかしくないからです。

9750 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

40代 女性 「原発ゼロシナリオ」
を選びます

｢原発ゼロシナリオ」を選びます。福島の事故が起こったということは、他の原
発事故が起こる可能性が“ゼロ”ではないから。事故が起きたら人間の力で
は、どうすることもできないことが今回証明された。二度といやです。

9751 - 学生 10代
以下

女性 原発ゼロシナリオを
支持します。

原発ゼロシナリオを支持します。今すぐに危ない原発を止めて下さい。

9752 個人 会社
員・
公務
員

30代 - 原発ゼロシナリオを
支持します。他のシ
ナリオが選択される
場合、福島事故の完
全終息と「原子力と原
子力行政に対する国
民の強固な信認」を
裏付ける根拠の明確
化を望みます。

原発ゼロシナリオを支持します。まず、「エネルギー・環境に関する選択肢」に
おける各シナリオについては各エネルギー比率の視点からしか議論されてい
ません。一国のエネルギー政策という重要な選択を迫る以上、各シナリオ実
現に向けた技術的な課題、コスト、安全性を含めた様々な視点における議論
がなされるべきであり、検討が不十分であると言わざるを得ません。　福島の
原発事故においては、未だ高放射線量下で作業を継続し、保証問題等も解決
しておらず、原発を維持すると宣言できる状況にないと考えます。　15シナリ
オ、20～25シナリオが選択される場合には、事故の完全終息と「エネルギー・
環境に関する選択肢」のP.12にある「原子力行政に対する国民の強固な信
認」を裏付ける根拠を明確にして下さい。原発続行案である以上、強固な信認
は、15シナリオにも必要です。

9753 - パー
ト・ア
ルバ
イト

60代 女性 「原発ゼロシナリオ」
を選びます。

「原発ゼロシナリオ」を選びます。日本の未来にとって、危険な原発は無くすべ
きだと思います。安全な自然エネルギーで電力を確保するべきです。国全体
で取り組めば原発ゼロは可能です。

9754 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 「原発ゼロシナリオを
選びます」

「原発ゼロシナリオを選びます」自然エネルギーを推進お願いします。

9755 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 「原発ゼロシナリオを
選びます」

「原発ゼロシナリオを選びます」もっと自然エネルギーを推進して下さい。

9756 個人 その
他

10代
以下

女性 「原発ゼロシナリオを
選びます」

「原発ゼロシナリオを選びます」もっと自然エネルギーを活用して下さい。

9757 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 ゼロシナリオ選択しま
す。

安全性に疑問にある原発の稼働は適切ではない。

9758 個人 無職 70代 女性 「原発ゼロシナリオ」
を選びます。

「原発ゼロシナリオ」を選びます。原発は怖い！
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9759 個人 会社
員・
公務
員

40代 男性 『原発ゼロシナリオを
選びます』

『原発ゼロシナリオを選びます』しよう燃料の最終処理の安全性に問題あり！
LED電球など、省電力商品の活用する！

9760 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

30代 女性 「原発ゼロシナリオを
選びます」

「原発ゼロシナリオを選びます」また大きな地震がきたり、テロの標的にされで
もしたら、再び故郷から逃げ出さないといけない人たちがでてきます。子ども
への影響も非常に大きい。関東に住んでいても、内部被曝の恐怖が常にあ
り、決して安心はできません。そもそも人の手で収められないものを、使い続
けるべきではない。自分たちだけが利便性を享受して、つけを後世にまわす、
という利己的な発想はもう通用しないところにきています。3.11後の世の中、
ほんとうに普通の人々の意識が変わってきています。ぜひこの機を逃さずに、
新しいエネルギー供給を考えたい。

9761 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 「原発ゼロシナリオを
選びます」

原発ゼロシナリオを選びます。　昔、チェルノブイリが爆発し、今もなお、沢山
の人達が亡くなり、又、新しい命までもが人間の欲の為、人的障害、障害児が
沢山生まれ、自然がこわれ、その時点で日本も原発ゼロにすれば良かったも
のを、今回の事故で、今までにない放射能がいまだに流れでています。特に
日本は世界で唯一の被ばく国で、人がどの様にいまもなお苦しんでいるのか
が、分かっているはずです。　自然、人をこわしていく事が本当に必要でしょう
か！！総理は自分が責任をとると表現していますが、責任がとれる様な内容
ではありません。一日も早く、原発ゼロにして下さい。

9762 個人 その
他

20代 女性 「原発ゼロシナリオを
選びます」

「原発ゼロシナリオを選びます」安心して子どもが産める、子どもを育てられる
日本がいいです。原発必要ありません。このままでは、私たちの未来は真っ
暗です。

9763 個人 その
他

50代 女性 「原発ゼロシナリオ」
を選びます

「原発ゼロシナリオ」を選びます。危険な原発はもういりません。再稼動も反対
です。

9764 個人 その
他

60代 女性 「原発ゼロシナリオを
選びます」福島の原
発事故により多くの
国民、特にこどもや
福島県民は生活を奪
われ、内部被爆にお
かされています。

「原発ゼロシナリオを選びます」福島原発事故後ふるさとを追われ、生活手段
を奪われこども達は外で遊ぶ事もできず食べ物も水も空気すら、安全ではあ
りません。放射能は五感で感じる事ができないまま、内部被爆に侵されている
のが現実です。こどもの健康状態についても対応せず全ての問題をそのまま
にして、野田さんは「自分が責任を持ちます」と言いますが、できるはずはあり
ません。福島原発事故の責任を明確にすることが1番です。放射能は事故が
あったらコントロールできないものです。原発はゼロにすべきです。

9765 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

60代 女性 原子力による電力発
電は人間の生命と引
き換えにするほどの
価値は全くない。経
済も生活も、生命が
安全に豊かに守られ
てこそ成り立つもの。
危険な状態な原発は
すぐに廃止。その他
も段階を追い全てを
廃止すべきです。「0
に！」

原発がなくてはすべて成り立たないという前提により進められて来た日本のエ
ネルギー政策！！その為、他のエネルギーを開発する事に力を入れていたと
はいいがたいのでは無いかと思う。安全処理方法が確立されていない原発を
推進して来た責任は重大だと思う。推進して来た人々、安全神話を振りまいた
人々、自分達の寿命さえまっとうすれば良いという事なのか。

9766 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 原子力発電につい
て”原発ゼロシナリ
オ”

原子力発電について環境を破壊する前に3.11東北大地震をふまえ福島の様
になる前に原子力停止、廃止、新しい次世代エネルギーで他国を見ならい、ク
リーンエネルギーを実現してほしい。

9767 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 原子力問題につい
て”原発ゼロシナリ
オ”

原子力は、チェルノブイリ、福島、太平洋戦争での原子爆弾等、今だに放射能
汚染に苦しんでいる人々がいます。この事をふまえ、次世代の未来に生まれ
てくる小さな子供達に安全な、クリーンエネルギーに取り込み安全で、生物に
やさしい環境作りを今から取り込んで行くべきなのでしょうか。一度、放射能で
汚染されてしまえば、元に戻る前で何十年、何百年もかかるその様な原子力
は、廃止すべきです。

9768 法人・
団体等

パー
ト・ア
ルバ
イト

40代 女性 「原発ゼロシナリオを
選びます」

「原発ゼロシナリオを選びます」今まで原発についてあまりにも無知で危機感
がありませんでしたが（反省）、今は子供を持つ親として子供の成長・発達に
影響しないかとても心配です。原発に頼らず外国のように電気を自分で選ん
で買うなど自由化にしてもいいのではないでしょうか。

9769 個人 会社
員・
公務
員

40代 女性 「原発ゼロシナリオ」 「原発ゼロシナリオ」安全が確認されないままの再稼動に憤りを感じます。震
度6以上で無事な原発はゼロです。子供の未来と海・山日本を守るためにも原
発はいりません。
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9770 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

40代 女性 「原発ゼロシナリオを
選びます」

「原発ゼロシナリオを選びます」地震の多い日本で原発を稼動させることほど
危険なことはないです。原爆の落とされた国が原発を持つことはおかしい。普
通に生活をしている人々が突然危険にさらされることのないようにして欲しい
です。

9771 個人 会社
員・
公務
員

40代 女性 原発ゼロシナリオを
選びます。

原発は事故を起こしたら、命を育む海も山も土も水もすべてにもう毒をまき散
らし、しかも使い終わったゴミが大量にでる。そのゴミはただのゴミではなく、も
う毒のついたもの。燃料は使い終わっても冷やし続けなければならず永久に
管理しなければならない。そんな負担を未来の人々に押しつけることに申し訳
がたたない。安全に自然界にあるもので電気を起こすことができるのだから、
そちらを選ぶことはふつうに考えれば当り前のことだと思う。原発が必要だと
言っている人たちの本音を聴きたい。目の前の利益で生きてはいけないと思
う。

9772 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

60代 男性 「原発ゼロシナリオ」
を選びます。

「原発ゼロシナリオ」を選びます。日本は「福島」で原発事故の恐ろしさを体験
しました。“事故”はどれだけ対策をしても“絶対に起きない”とは言えません。
この暑い夏に動いている原発は「大飯」だけです。“心配”された電力不足は
起きていません。これから進む天然ガス発電、自然エネルギー発電の発電量
が「大飯」の発電量を上まわる時、日本の原発は必要なくなるのでしょう。

9773 - 自営
業

30代 女性 「原発ゼロシナリオ」
を望みます。

地震が多い日本に安全な原発なんてありえないと思う。福島での原発事故を
なぜ教訓として生かせないのか。2度と起きてはならないこととして日本の未
来、そして今の悲惨な現状と本気で向き合って欲しい。恐れなく、子どもをもっ
と産みたいし、子ども達に安全な未来を残すことができるよう、原発の再稼動
をやめ、原発ゼロにして欲しい。

9774 個人 家事
専業

60代 女性 原発ゼロシナリオを
選びます。

原発ゼロシナリオを選びます。私達、母親はどの命も守りたいと思っていま
す。放射線の怖さを感じ、安心して過ごす事の出来ないこの世の中。便利ば
かり求めず、人の命の重さを考えて欲しい。一度、こわれた物は二度と戻らな
いのですから、一日も早く稼動をやめて下さい。

9775 個人 会社
員・
公務
員

30代 女性 「原発ゼロシナリオを
選びます」

「原発ゼロシナリオを選びます」　だれの命も犠牲になることのない住みやす
い日本にしたい。電気の為にお金の為になぜここまで苦しまなくてはいけない
のですか?　放射能のせいで食べ物も自由に食べれない!!　そんな日本じゃこ
の先続いていけるのでしょうか?

9776 個人 無職 60代 男性 「原発ゼロシナリオを
選びます」　・技術は
必要に応じて進歩し
ます。日本に技術力
と国民のニーズに答
えるべく、国策として
新技術の開発を推進
すべきです。

「原発ゼロシナリオを選びます」　・原発は効率良く（小スペース、省力、etc）発
電でき安価?　といわれていますが、反面全人類を破滅させるだけの破壊力を
秘めた恐ろしい物です。　　・国や電力会社は営利に走らんが為、安易に原発
を推進しています。非常に危険な選択といわざるを得ません。“安全”“安全”
と連呼すると云う事は反面“危険”だからこその証明です。　・日本の技術開発
能力は世界に誇れる力があり、原発に頼らない発電技術をもっています。　・
後は、コストの問題ですが需要があればコストは下げられます。今がその機
会ではないでしょうか。新技術の開発と世界を見据えた需要（輸出）を考えれ
ば、コストバランスは計れると思います。　　・国はその為の研究開発を国策と
して推進し「原発ゼロシナリオ」を図るべきと考えます。

9777 個人 家事
専業

60代 女性 「原発ゼロシナリオを
選びます」　・未来あ
る子供達・孫達の為
に!!

「原発ゼロシナリオを選びます」　・福島の悲惨な姿と現実を見るといかに原子
力が恐ろしいものか思い知らされたものです。　・安全な土地・空気・環境ずっ
とずっと末永く残して欲しいものです。　。原発反対!!

9778 個人 その
他

60代 女性 「原発ゼロシナリオを
選びます」　通っては
いけない道。

「原発ゼロシナリオを選びます」　・通ってはいけない道　　・走ってはいけない
道　　・選んではいけない道　　物事には道理があると思います。原発利用の
道は人類破滅への道です。広島・長崎の惨状を経験している唯一の被爆国日
本が福島で同じ状況を再現しています。安心して生活できる土地、将来に禍
根を残さず永遠に繁栄へとつなげる国・地球を作る為日本が示すべきだと思
います。

9779 個人 自営
業

30代 女性 原発ゼロシナリオを
選びます。

原発ゼロシナリオを選びます。事故が起きて人の手に負えない原発ではなく、
日本中の人が安心して暮らすために自然エネルギーの開発や省エネ社会へ
の転換をどんどん進めてください。

9780 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

40代 女性 原発ゼロシナリオを
選びます。

原発ゼロシナリオを選びます。放射能が人体や自然に対する恐ろしい影響を
本気で勉強してほしいし、地球をだめにするものは、いらないです。孫やひ孫
の代まで恐ろしい放射能は代々残って、正常な子どもが生まれる確率が1/5と
かですよ。チェルノブイリは、今も…。

9781 個人 会社
員・
公務
員

30代 男性 原発ゼロシナリオを
選択します。

既に破綻している核燃料サイクル温存が2と3のシナリオです。再処理の廃止
を決めて下さい。
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9782 - 会社
員・
公務
員

30代 女性 原発ゼロシナリオを
選択します。

再稼動はしないでください。子どもたちに健康な未来を残す為に、原発はゼロ
にして下さい。もっと自然エネルギーを推進して下さい。

9783 個人 パー
ト・ア
ルバ
イト

60代 女性 原発ゼロシナリオを
選択します。

再稼動はしないでください。もっと省エネルギーの取り組みを進めて下さい。

9784 個人 無職 60代 男性 原発ゼロシナリオを
選択します。

再稼動はしないで下さい。子どもたちに安全で健康な未来を残すために、原
発はゼロにして下さい。
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