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2012.3.3 まで 

コメント全数：100 

参加者参加者参加者参加者ののののコメントコメントコメントコメント集集集集    

―― このこのこのこの会議会議会議会議にににに期待期待期待期待するするするすることことことことはははは？？？？ ―― 
 

① 立場と考えの違いを超えた議論を ---------------------------------------------------- 

1. 立場を越えて 認め合い 話し合いをしていく「場」が必要なのだという気持ちがよく理解できました。こ

の会議の活動を応援しようと思います。 

2. 原発に賛成・反対の両面からの議論がなされることを期待します。報道による一面的な見方が蔓延し

ているような気がしますので…。 

3. 会議の内容ももちろん大切ですが、この会議が設立趣意のように地域の多くの人を巻き込み、その力

が形として表われるように、継続し活動できる会議になることを期待しています。 

4. 幅広く、バランスの取れた会になることを望みます。 

5. 原発問題を色々な立場の方々からお聞きして新しい考え方を知りたいです。 

6. 脱原発依存の立場ですが、原発推進の方々の「真意」がどこにあるのか知りたいと思います。正しい情

報に基づく感情的ではない議論を期待します。 

7. 多面的な議論がされること。 

8. 健全なる分子の流動を大切に。 

9. 反対意見が飛び交い、活発な議論が展開されることは意義あることだと思うが、場が紛糾することのな

いよう運営をお願いします。 

10. 在職中は環境エネルギーのセクションに在籍していました。エネルギー問題は我々にとって切っても

切れない問題ですので、多方面の意見を出し合う場にして欲しいと思います。 

11. 昨年の夏、宮城県へ震災ボランティアに行きました。被災地は自分たちのことで精一杯なのに、福島

では非難を余儀なくされ、ふるさとを奪われた感じがして住民の苦しさがよくわかります。原発を持って

いる電力会社と住民は、どこまで対話できているのか、納得できるためにはどういうことが必要なのかを

知りたいです。 

12. 原発への賛成反対の立場を超えて歩みよることができると良い。停止中の原発が多い今こそ、こういっ

た動きが全国的に広まり、人間の英知を結集し、われわれの進むべき道が見えてきたら素晴らしいと思

う。 

13. 立場の違いを超えて、どのような社会を目指すのか、活発な話し合いを期待します。 

 

② 冷静な議論･科学的検証を --------------------------------------------------------- 

1. 真実を明らかにする会議を期待します。 

2. 科学的な検証を踏まえた取組みを希望します。 

3. 現実的な検討をお願いいたします。 

4. 客観的な議論を望みます。 

5. 安易な対立の回避による冷静で合理的選択と相互理解 

6. エネルギー問題に対する真摯で冷静な議論を望みます。 

 

 



 2 

③ これからのエネルギーのあり方を ----------------------------------------------------- 

1. 国会に、国の政策を期待していても何も始まらないことが今の現状だと思います。そこへ原発の存続、

賛成 OR 反対と評論だけしていても何もことが進んでいかないので、市民が、今後のエネルギーをどう

していきたいかと言うことを明確にしていくことは、今とても必要なことだと思います。そう思い、参加させ

ていただきたいと思います。 

2. 安全なエネルギー政策について少しでも見通しがもてるとうれしいです。 

3. 原子力エネルギー、再生可能エネルギーの今後のあり方について討議し、方向付けを期待します。 

4. １．脱原発依存に異論は無いが、運転を停止しても震災や津波対策に万全を期さなければ危険性は

無くならない、また原発廃炉に伴う使用済み核燃料の安全かつ確実な処分技術が自国において確立

されていない中、脱原発だけが論じられている。処分方法の確立を議論し、その方向性を明確に示す

べきである。 

２．太陽光や風力は不安定との意見があるが、再生エネルギ－による電力の安定供給は本当に可能

なのか？ 

３．火力依存の高まりとＣＯ２排出量の増加問題への対処方策を明確にする必要がある。 

４．発送電の分離により、競争原理を導入し料金を低減させる効果と電力の安定供給の保障。 

以上、電力の安定供給の方向性を分り易く議論していただきたい。 

5. 次につながるような発展的な意見交換 

6. 自由な発言を繰り広げるだけに終わらず，できる限りの合意形成を試みて，会議体としてどこまで提言

できたのか，最終的に明確にして頂けることを期待します。 

7. 電力需給逼迫の状況下で、当地域の産業・経済の国際競争力、成長力および雇用を死守していくた

めに、いかに産業部門への電力供給の安定性と低価格を実現するか、様々な立場の方から意見をう

かがいたい。 

8. 様々な意見や情報提供による地域特性の把握とエネルギー問題への対応策 

9. 日本の将来を支えるエネルギーの需給見通について、また、理想とする再生エネルギーによる生活レ

ベル維持の可能性について、参加の皆様がどのように想定されているのか聞きたい。 

10. 原発停止→廃止に向け、代替エネルギー国民が安心して使用できるエネルギーの検討・提案・実施

等々の情報・見学・HOW to 

11. 中部地方という立地を活用したエネルギー活用について知りたい。 

12. 本当にクリーンなエネルギーだけで、今と同じ供給量が確保できるのか。実際には多少原発に頼らな

ければならないのではいか。現状を知りたい。 

13. 原発を全停止させることで日本のエネルギーを賄うことができるのか。またそれに伴って何かしらの弊

害は生じないか教えて欲しい。 

14. 原発の代替エネルギーは現在火力発電（石油）に大きく頼らざる得ない状況。他のエネルギー源を早

急に確保するべきだと思うが、その見通しをはっきりさせ、国・県・電力会社等に要請するようにしてほ

しい。 

15. 福島原発の事件を受けて、この名古屋近辺の原発、例えば浜岡原発があるが、浜岡原発の未来と、こ

の名古屋の電力事情はどなっていくのだろうか知りたい。 

16. 原発事故原因の説明だけで終わるのではなく、こんご私たちが使用するエネルギーはどのようになっ

ていくのか。私たちにできることは何か考えることができる会になってほしい。 

17. 原発利用について現在の情勢と今後の展望を様々な機関・省庁の様子を含め学ぶことができたらと思

います。 

18. 震災による原発事故を受け「今後どのようなエネルギーが中心となっていくのか？」など具体的な見通

しを持ちたい。 
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19. 日本の電力供給は原発に頼っていた部分も大きい。原発の運転停止が相次いでいるが、十分な電力

は確保できるのかか？また、減った分の電力供給量をどのような形で賄うのか？安全面を考えるのもも

ちろんだが、生活に影響がないことも大切なので、どのような方法があるのか知ることができるとよい。 

20. 原発が全停止した場合、日本のエネルギーは賄えるのか。電気料金はどうなるのかを示してほしい。 

21. 津波・震災がなかったとして原発は本当に安全だったのか。今の日本の状況から脱原発は可能なのか。

それに伴って我々が何か協力したり、制限されたりすることはないのか教えてほしい。 

22. 福島原発事故については、依然として解決の道筋が見えてこないばかりか、国民に正しい情報提供す

らされていない現状である。現段階で安全な解決策とはなにか。また、脱原発とした場合、安全なエネ

ルギー政策とはどんなもので、何が現実的なのかなど、道筋の見える会議となることを強く望む。 

23. １．電力会社は政治活動をしない（公益的事業、国民に負担をかけている） 

２．核に安全はない。従って日本に１ヶ所か２カ所くらいしか置くべきではない 

３．安全神話が生まれないような組織作りが必要 

４．情報の伝達が早く国民に流れるようにする。 

24. 発電の手段のひとつである原発技術が「原発を作る」という目的化されたことがボタンの掛け違いと考

えています。手段である「技術」の「目的化」が問題であると考えています。また先端技術より適正技術

がたいせつであるｊこともなかなか議論の対象になっていません。儲けにならない技術は選択肢から外

されるような技術の「タブー視」も問題です。 

25. これからの日本のエネルギー施策について、今一度勉強したいと思います。 

26. 自由な発言を展開するだけに終わらず、できる限り合意形成を試みて、会議体としてどこまで提言でき

たのか、最終的に明確にしていただけることを期待します。 

27. チラシに記載のある「幅広い議論」「情報提供」「方向付け」「アクションプランと実行」というキーワードに

魅せられました。色々な方の声を反映させようという姿勢も素晴らしいし、さらにそれを実行に移すとい

う宣言（？）に驚きました。呼びかけ人の方のリストを見ると、この地域に対しての発言力の大きい方が

いらっしゃって、良い方針ならば本当に実現できそうな、そんな気がします。大変期待しております。私

にも何か力になれることがあると良いですが。 

28. 持続可能なエネルギーによる社会づくりへの道筋をつくりたい。 

29. 脱原発は、放射線災害のリスクの緩和に寄与する一方、火力燃料消費量の増加とバーゲニングパワ

ー喪失に因るエネルギー価格の高騰を恒常的に招来する。再生可能エネルギーが現実的なシェアー

を担うまでには、長期のリードタイムが必要。こうしたジレンマに対応するためには、より高効率、かつよ

り低コストの火力発電技術の研究開発に努めることが肝要である。 

 

④ 次世代のために ------------------------------------------------------------------ 

1. 次世代エネルギーとして、何が一番良いのかを子供たちに伝えたいので、分かりやすく教えて欲しい

です。 

2. 子供の親として、今回の原発事故・その後の対応は非常に不安です。エネルギー・電力を確保するこ

とは生活をしていく上で必要ですが、まず第一に安全を考えるべきではないでしょうか。エネルギー確

保のため少々のリスクには目をつぶれ！というのは論には反対です。再生可能エネルギー利用拡大

に向けた建設的な議論を期待します。 

3. 次世代の子供達にエネルギー問題の重要性を理解させるべく、理科教育の一環として、学校、家庭等

では環境発電(エネルギーハーベスティング)の普及促進を希望します。その為に身の周りの「未利用

微小エネルギー収穫コンテスト(通称 エネコン)」を開催したらいかがでしょうか? 本市民会議ではこの

ような討論も希望します。 

4. 子供たちに対して、日本のエネルギー政策の現状を指導するとともに、今後のエネルギー政策がどう

あるべきかを教える立場として、原発事故原因について正しく理解できる会となることに期待したい。 

5. 学習指導要領改訂で４月より中学校で放射線の授業を行うことになったが、小学校では何か伝えられ
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ることはないか、小学生にも分かりやすい資料が専門家の方の見解があれば知りたい。 

6. 学習指導要領改訂で４月から中学校で放射線の授業を行うことになったが、人体や作物の内部に入る

と悪影響を与える環境放射線量の基準はどのくらいの量なのか知りたい（生徒に質問された際の返答

の参考にしたい） 

 

⑤ 議論の中から自分の考えを定めたい ------------------------------------------------- 

1. 原発についての知識を深めること。多くの意見から原発のメリット・デメリットを知ること。 

2. いろいろな立場の方々のご意見を聞きたい。 

3. エネルギーの問題点、その他今現在問題となっている原発、放射能のことなど、あまりよく分からない

のでわかりやすく教えてくださればと思います。 

4. いろいろな立場の方からのコメントを傾聴し、自らの知識や印象と照らし合わせて考えてみたいと思い

ます。 

5. エネルギー問題は漠然と感じているだけ。もっと勉強したいと思います。 

6. エネルギーについて勉強したい 

7. 今まで、電気・ガスなどエネルギーは水道水の様に、必要な時自由に使えるのが“当たり前”…という経

済社会、受給者意識の中で暮らしていた。3.11 を機に、“リスク”という思いもよらない課題を突き付けら

れ、“当たり前”の裏側に潜む大きな課題・問題が顕在化された。これを機に、皆様の意見を拝聴し、受

給者の目線で考えてみたいと思います。 

8. 発電方法にいろいろな考えを持った方、原発に賛成、反対、火力に反対、水力に賛成…など様々な

立場の方々と意見を交換することで、まだ揺れている自分の考えをまとめられたらと思います。 

9. エネルギーの現状について僕は無知なので、ぜひ基礎から教えていただけると大変ありがたいと思っ

ております。 

 

⑥ 信頼できる情報が必要 ------------------------------------------------------------ 

1. 原子力発電をはじめエネルギーには多くの情報が溢れており、一方からだけではなく公平公正な情報

提供を望みます。 

2. 説明、コメント含め、政治的計算のない事実と率直な意見が聞ければと思います。 

3. お互いの資料をネット上で公開して欲しい 

4. 原発事故の現状を知りたいです。現在、報道規制やすぐに変わってしまう基準のせいで私たちは正確

な情報を得られることができていません。日本に住む一国民として日本で起きていることについて理解

しておくべきだと思います。 

5. 現状を知りたい。 

 

⑦ 私たちにできることは？ ------------------------------------------------------------ 

1. 単に原発賛成・反対の意見交換の場にならないこと。安全でクリーンなエネルギーに替えていく中で、

私たち市民ができることは何か、いろんな人のユニークな意見をたくさん聞きたい。 

2. 私たちの生活がユートピア（桃源郷）に達してエネルギー問題をあまり考えなくても、安全に、快適に暮

らせる世の中になること。その場に毎年一歩ずつ前進すること。 

3. エコロジー・エネルギーの桑名市での市民活動を一環に役立たせたい。また、連携できることがあれば

一緒にやりたい。 

4. 原発に代わるエネルギーの開発に向けた取り組みと、私たち市民がすべきことについて教えていただ
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きたいです。 

5. 今後のエネルギーに関して関心を持っています。自然エネルギーを普及させるために、市民としてで

きることはないか、常に考えています。この会議でそんな考えの人の力が集まって、何か行動できたら

良いと思います。 

 

⑧ 放射能のことを知りたい ----------------------------------------------------------- 

1. 放射能について本当に情報が錯綜しています。地球にばらまかれた放射能は、世界中に広がってい

くのか。それとも日本の近くにとどまっているのか。事故は起こるものとして、どこまで原発事故に対応し

ていたのか。わかる範囲で教えてほしい。 

 

⑨ 二度と原発事故を起こさない ------------------------------------------------------- 

1. これ以上、人災を起こさせないために、凝り固まって変わらないものを変える為に、その為の働きかけ

の一部にでもなれればと思ったから。当事者意識は意識していないとなかなか持ち続けられないもの、

それを持っていたいから、この会議に参加していたい。 

2. 浜岡原発の防災対策状況及び、今後東海・東南海地震が発生した場合の被害予測についての話し

合い。 

3. 原発事故の原因について情報をいただくとともに、これからのエネルギー開発の在り方について教え

ていただきたい。 

 

⑩ 脱原発依存・脱原発 -------------------------------------------------------------- 

1. 日本国内に原発は全く必要ないとおもっています。 

2. 中部地域にすむ一人として北陸の敦賀・美浜原発、そして静岡の浜岡は想像を絶する恐怖とリスクを

感じる。脱原発を確実に進めたい立場。みなさんと情報、認識を共有したい。 

3. 愛知発の、原発に頼らない全く新しいエネルギー受給システムを開発し、全国のモデル地区になって

ほしい。 

4. 脱原発依存を真摯に議論できることを期待したい。 

5. 原発を縮減し、自然エネルギーへの転換を図る市民の役割を学ぶ。 

6. 脱原発を基本に安全が確実に保証されたエネルギー政策がすすめられる方向での議論に期待しま

す。 

7. 原発に頼るのではなく、安全かつ効率よく発電できる方法はないのか、を考えていきたい。 

8. ①脱原発へのシナリオ、プロットを描く。20年先を想像して 

②今からすぐにできることを始める。明日からでなく、この一瞬からできることから 

③原発が含まれていない電気・エネルギーの利用の形を作る。反原発だけでは反原発が成就できな

い 

④電気の利用を利用者の視点に立って考えたものにする。すそ野の広い原子力村の今にしがみつく

利益優先でなく、未来の人たちへの利益の源泉づくりを 

⑤電気の安全安心を第一とした省エネを啓発、実践しエネルギー安全保障を社会全体に主流化する。

エネルギーは持続可能な社会に必須のインフラ資源である 

⑥エネルギーの自産自消、地産地消、融通ネットワークを一歩ずつ構築するため多様な発電と消費の

エネルギーのベストミックスを図る。より小さなエネルギー分散配置の循環の輪が大事である。 

⑦電力の安定供給優先という美辞麗句、盲目的な思考停止に陥って要る現状。世界最高の電力料に

ある異常の原因追究。マインドコントロール打破。 

⑧現状の常識、電気事業法などの法規制の見直し。TPO に応じた電力価格、価値の見直しと創造 
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⑪ 再生可能エネルギー -------------------------------------------------------------- 

1. 再生可能エネルギー社会の確立は可能なのか検証してほしい。 

2. 再生可能エネルギー安定供給は可能？ できないと思う。そのあたりの議論がほとんどないのでそのあ

たり。 

3. 防災対策、自然エネルギーの活用、有機資源の利活用（バイオマス等） 

 

⑫ 代替エネルギーを ----------------------------------------------------------------- 

1. 原発の是非が問われているが、代替えとしてのエネルギーが確保されるようにしていかなければならな

いと思うが、具体的な方向性はどうなのか？ 

2. エネルギーの地産地消／脱、卒原発／自家発電、自然エネルギー参入の促進と、それに向けた公共

スマートグリッドシステムの導入 

3. 実現可能なエネルギー（原発を除く）政策の提言や、現在開発が進むメタンハイドレードの実現に向け

た取り組みの情報を提供してもらうこと。 

4. 名古屋を中心とした,日本の産業界をリードする中部で、自然環境を維持しつつ，効率的なパワーを生

み出すエネルギーを作りたい。具体的には，世界初のメタンハイドレードを開発するためのベースを構

築したい。 

5. 新エネルギーとしては芋エネルギーが面白いかもと「芋エネ研.」を作ってみましたが、とても良いタイミ

ングにエネルギー市民会議があるなと思い、参加させていただきたく思います。 

芋エネ研. http://imoene.com/ 

6. 芋エネ研.に関わっているので、新エネルギーとしての見聞を高めたいと思います。 

 

⑬ 温暖化防止 --------------------------------------------------------------------- 

1. 原発の是非と生活上のムダな消費エネルギーの削減。しいてはCO2削減を通した地球環境の悪化防

止。 

2. 温暖化は現実であり、その原因も化石燃料の大量消費による温室効果ガスの人為的な増大によるもの

と考え、再生可能エネルギーの拡大が必要と考えてきた。昨年の原発事故でエネルギー問題という面

が強くなっているが、温暖化対策とエネルギー問題の解決の両立の方向性が見いだせればと思って

いる。 

3. 設備管理という職業柄、温室効果ガスの削減を目標にしています。空調用の熱源機器を、都市ガスを

燃焼させる吸収式冷温水発生機から効率のよい空冷ヒートポンプチラーにメイン機を変更しようと考え

ているのですが(両機とも現在職場に設置されており、計算すると火力発電所での CO2 排出量も考慮

してヒートポンプチラーのほうが、CO2 の排出量は少ない)電気はヒートポンプのほうが使う量が多いの

で、最近の節電という風潮に逆行してしまう気がします。そのような、温室効果ガスの削減と節電の両

立ということに関してのヒントを得ることができることを、この会議に期待しています。 

 

⑭ その他 -------------------------------------------------------------------------- 

1. 中部電力に発送電分離の具体的提案をしたい 

2. 安全なエネルギーを！ 安全な未来を！ いずれはくる地震に備える！ 

3. 日本の貿易赤字の原因が、原発停止による原油の輸入増であること、また、世界の原油価格高騰に繋

がっている事について日本ガイシ柴田相談役など経済界の方の意見を伺いたい。 

以上 


