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2012.3.10 

回答者数：98 名 

意見数：281 

第第第第１１１１回回回回    中部中部中部中部エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー市民会議市民会議市民会議市民会議    

参加者参加者参加者参加者アンケートアンケートアンケートアンケートのののの回答回答回答回答結果結果結果結果    

 

● アンケートによる「参加者の声」（俯瞰図）                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議会議会議会議のののの開催開催開催開催

方法方法方法方法などなどなどなど

・少人数での議論を

・より多くの意見が

出せるように

・定期開催

地方開催

終日開催

回数／曜日

議論の時間

早めの次回開催連絡

懇親会

イメージキャラ

・会議全体の目的

方向性を明確に

・その日の会議の

方向性を明確に

・テーマを決める

のは誰？

・時間通りに終了を

・ＨＰを最大限活用

・討論会・セミナー

で勉強を

・会議を進めて

いく姿勢

・多様な立場の人が集まった◎

・多様な意見（自分と違い意見）が聞けた◎

・意見が十分に聞けなかった・・・△

・建設的な話を聞きたかった・・・△

・学生･若者の参加と発言が良かった◎

・進行が良かった◎

・進行が良くなかった･･･△

・自分で考える機会ができた◎

・「事故原因」は専門家に任せればいい

・「事故原因」は専門家に任せず、

一緒に議論を

・「事故原因」も大事。

でも「これからどうするのか」がもっと大事

・専門家の話が良かった◎

・専門的すぎて難しかった･･･△

・素人でも分かるように

・もっと専門家の話を聞くべき

・専門家の話が長かった･･･△

・論点を明確に！

・事実をしっかり！

・信頼できる情報は何か？

・異なる意見にも、耳を傾けて

・幅広い知識を皆で共有しながら判断を

・関心のある人を増やすことが重要

アンケートアンケートアンケートアンケートでのでのでのでの

参加者参加者参加者参加者のののの声声声声

今後今後今後今後、、、、議論議論議論議論

したいしたいしたいしたいテーマテーマテーマテーマ

初回初回初回初回のののの感想感想感想感想

市民ができること／節電

エネルギーの使い方／くらし方

生き方／経済／産業

従業員の生活を預かる経営者

お金／命

原発、脱原発の

メリット・デメリット、

リスクとベネフィット

再生可能エネルギーの

メリット・デメリット、

リスクとベネフィット

全てのエネルギー利用の

メリット・デメリット、

リスクとベネフィット

放射能／食への影響

安全なレベル

市民は何を大切にしたいのか？

今のエネルギー量は必要か？

世界の視点／放射性廃棄物

東海地震の影響／福井原発の影響

総括原価方式／原発を抱えた地域

どんな世界に生きたいか（夢）と、

どう経済に働きかけるか（現実）の両面から

関係者の広め方

ここでの議論をどう社会に影響させていくか？

会議の参加者でできることは何か？／均等な苦しみ方

電力自由化／エネルギー需給システム／予防原則

トップの責任／新しいエネルギー／生命

100年後、200年後の視点／今後のエネルギーの方向性
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●●●●    初回の「満足度」                                                                                                                                

（回答者：計 94 人） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

※※※※    アンケートアンケートアンケートアンケート結果結果結果結果のののの整理方法整理方法整理方法整理方法についてについてについてについて…………    

アンケート用紙では、「本日の会議のご感想」、「今後の会議で知りたいこと、議論したいこと」、「会議の

開催方法など」の３つの枠を設けて自由記入でご回答いただきましたが、各問で共通の意見や類似の

意見が多くありました。そこで、その枠を超えて【初回の感想】、【今後、議論したいテーマ】、【会議の開

催方法など】の３つのカテゴリーに改めて分類し直して整理しました。 

 

●●●● 初回の感想                                                                                                                                      

 

▼ 多様な立場の人が集まった◎ 

1. いろんな年代や立場の方が集まる場があるのは良いと思いました。 

2. 推進、反対一つの場で議論することは大切なことだと思います。 

3. 途中から参加したので、わからない部分もありますが、若い人、主婦、専門家などいろんな立場の

人がいて正直に思っていることを言う場があっていいです。今後何度もこういう場をもって参加で

きると良いです。 

4. エネルギー問題について様々な立場から様々な意見を言い合える場というのは大変良いことだと

思います。これからの活動に期待しています。 

5. 全く意見の異なる人々を集めて議論していく場として非常に貴重だと思いました。心より敬意を表

します。 

 
▼ 多様な意見（自分と違う意見）が聞けた◎ 

6. 多くの意見が聞けてよかった。 

7. 様々な意見が聞けてよかった。 

8. 様々意見が聞けてよかったです。 

9. 色々なお話を聞けたのは、とても満足です。 

10. 様々な立場の人の意見が聞けた点は良かった。 

11. 様々な立場や立ち居位置からの意見が集約できて有意義でした。 
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※ 「非常に満足」と「満足」の間などに○が打ってあったも

のは、繰り下げて（「満足」のほうに）含めています。 
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12. 中々深いところまで話は進まなかったが、自分の違う意見を聞けたという意味で良かった。 

13. みんなが危機感をもって、原発、新エネルギーについて思い思いの意見が出せたのはよかった。 

14. 色々な立場の人の話が聞けて面白かった。色々知る事が大切です。知る事ができてよかった。 

15. 先ず、第 1 回の会議としては良かったと思います。（色々な方の意見が聞けた…） 

16. 各パネラーの話…色々な立場の方の意見が聞けて良かった。今後も色々なジャンルの方（子供・

中学生・小学生…の意見も聞きたい）が集まってほしいと思った。 

17. 皆さんとの意見交換をする場が出来たことはとても大切と思いました。これからももっと自由にきた

んなく話し合える場になればと思います。 

18. 様々な年齢の方のご意見が聞けたことがとてもよかった。 

19. 恭のことで、他の意見も色々聞きながら、冷静になって他のことを見たり考えたりする事が出来た

と思います。 

20. さまざまな立場の人が真摯な姿勢で話をしてくださった点が、お互い歩み寄れるところなんだと体

験できたように思います。 

21. 第一回目ということで、広く意見を出しあいよかったと思います。 

22. 会場の市民たちの意見はすごく面白かった。 

 
▼ 意見が十分に聞けなかった…△ 

23. 脱原発派・中立派のそれぞれの意見が十分に聞けなくて残念。 

24. もっと幅広い意見が聞きたかったです。 

 
▼ 建設的な話を聞きたかった…△ 

25. 自分の立場が決まった人が多く、もう少し会議全体で建設的な話を聞きたかった。 

 
▼ 学生･若者の参加と発言が良かった◎ 

26. これだけ熱く思いのある若者が多いことが非常に興味深く、違う年代、違う考えを受け入れる柔軟

な心を持っていけば、日本の未来も明るいかナと思いました。 

27. 高校生から大学生まで若い方が多かったことは良かった。だからこそこれから何ができるかという

希望ある会議にしなければ。 

28. 若い人が、この問題について勉強を進めていること、発信をしようとしていることが心強い。 

29. 高校生をはじめ、今後を担う若者たちが語ったのはたいへんよかった。 

30. 学生参加がいいと思いました。 

 
▼ 進行が良かった◎ 

31. 多人数で意見を出した割には程よく進行していたと思う。回数を重ねて精度を上げて欲しい。 

32. いろいろな話が出ましたが、このやり方で良かったと思います。 

33. 初めにしては、最後の「意見交換」が充実した。 

34. うまく運営されました。 

35. 全体進行よろしい。参加者が持ち寄って発言し、静聴できた。次回もこうあったほうがよい。女性

の司会者 best。 
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▼ 進行が良くなかった…△ 

36. 質問、意見交換の司会者全くダメ。特に女性。 

37. 議論をするということでのテーマ設定のあいまいさ、進行役の不在さがまずかったのではないかと

思う。 

38. 会議の進め方はやや不満です。 

 
▼ 自分で考える機会ができた◎ 

39. 原子力が必要なのか、なくせるものか分かりませんが、考える機会ができてよかったです。 

40. 気付かされることが多くあり、自分で考えるよい刺激を受けました。 

41. 前向きにいろいろ考えられる意見がでてきてよかった。 

 
▼ その他、良かった点 

42. 後半、意見交換ではうまい具合にまとまっていなくて、キックオフらしい良いスタートだったと思い

ます。今後どのように進行していくのか楽しみに思います。 

43. テーブルが出来たことが重要と思います。 

44. 原発事故、今後のエネルギー問題について、疑問に思っている方と多く出会えてそれだけで満

足です。 

45. 中電さんがいてくれたことはとても感動した。 

46. 反原発（反核）の立場から参加しましたが、今回の会議に意義はあったと思います。 

 
▼「事故原因」は専門家に任せればいい 

47. 事故がなぜおきたか etcは、専門的な場に委ねればよい。市民会議である。「市民として」どうする

のかを議論する場にして欲しい。 

48. 「事故原因」についての議論はいまさらな気がする。（今後の解明情報に期待するだけでよい）そ

れよりもエネルギー使用についての今後のあり方を主体とした会議にして欲しい。→結果として、

原発が本当に必要かもでてくるのではないか（止めて影響あるのもわかる） 

49. 専門的意見はやはり他にまかせましょう･･･。 

50. 最初の「原因を探る」はいらなかった。 

51. 起こってしまった事が、いい悪いを話しても仕方ない。 

52. 事故原因報告より意見交換の時間をながくしていただきたい。 

53. 事故原因はあまり興味ありませんでしたね。原因にかかわらず原発を止めたいとの気持ちが多か

ったのかも知れません。 

54. 事故原因を知ることで新たなエネルギーに関しての議論が活発になるとは思えない。 

 
▼「事故原因」は専門家に任せず、一緒に議論を 

55. 「市民は市民でできる事を話し合い、難しいことは専門家に任せればいい」という意見は反対です。

いっしょに議論する場を教諭することが大切だと思います。 

56. 今後のエネルギーのあり方をギロンするのであれば、たとえ市民であっても知識を正しく持つ必要
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がある。 

57. 事故原因は専門家に任せておけばいいという発言に事務局はゆさぶられていたが、それが議論

できないレベルの会議であれば低レベル。 

 
▼「事故原因」も大事。でも「これからどうするのか」がもっと大事 

58. 原因を深く理解することも大事。でもこれからどうするかを市民レベルで考えることももっと大事。 

 
▼ 専門家の話が良かった◎ 

59. 学識経験者の方の専門的な話がきけてよかった。 

60. 専門的な話もありよくわかった。 

61. 事故原因について、何となく理解できるようになった。 

62. 前半事故原因についてまとまっていたと思います（少し眠かったですが）。 

63. 専門の方々のお話を聞く機会を頂けて良かったです。 

64. 先生方のお話は知識のない私にも分かりやすく、面白かったです。 

 
▼ 専門的すぎて難しかった…△ 

65. 専門的な言葉、意見が多く、専門的な知識のない一市民にとっては、やや難しかった感がした。 

66. 専門的すぎる話が多かったのは残念。 

67. 専門的になりすぎてむずかしい。もっと市民レベルの意見を聞いてほしい。 

68. みんなにわかる言葉で分かりやすくすることが専門家のやることではないか？と思う。 

69. 専門的な話がすごく多く、わかりにくかった。 

70. 事故原因その他、専門知識が必要な項目については難しい。 

71. 専門的な話は正直難しくてあまり理解できなかった（わかるところもあったし、専門家の声を生でき

いて、親近感がわいた！！） 

 
▼ 素人でも分かるように 

72. 多くの市民が参加して、素人でも分かる内容の会になるとよい。 

 
▼ もっと専門家の話を聞くべき 

73. 様々な立場の方の意見を聞くことができてよかったが、将来的なエネルギーの大切な話をするな

らば、もっと専門家をよぶべき。市民レベルでの話し合い（限界がある）では、ないのでは？しかし、

話し合いをすることは大切だと思いました。 

74. 市民会議ではあるけれど、今後も専門家の人の話を聞き判断する市民でありたいです。 

75. まずは、専門家を招へいして、正しい知識を身につけ、共有するところから始めるべき。電力会社

などから正式に講演等を要請するべき。Kick off としては良かった。 

76. 別分野の先生にも議論に加わっていただければよいと思います。例、ネットゼロ、エネルギー住宅

が実現されていく元年になり。全国で多くのスマートハウスやゼロエネルギー住宅が建ち始めてい

るの事例等いろいろな分野、省エネ事例。 
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77. 原発の是非は専門的な知識が必要です。そういう中で、いかに市民に納得させるか、それが答え

かもしれません。 

 
▼ 専門家の話が長かった…△ 

78. 専門家の人の議論が長く、論点がずれているように感じた。 

 
▼ 論点を明確に！ 

79. 論点がそれぞれバラバラで、無駄な時間が多くあったと感じました。 

80. 話し合いの論点がズレズレ、個々の思いを自由に述べればいいの？ 

81. 初回なので仕方ないですが、色々な話題を 1 つの会議に盛り込みすぎ。何回かに分けて特今日

のギロン目的は事故原因だったはず。総花的、言いたいだけの発言に終始して、本来の目的を

達成していない。 

82. 定議題に限定したほうがよいのでは？ 

83. 議論の内容や矛先があちこちに行くばかり。 

84. 倫理的論点が欲しい。 

85. ある人も言っていましたが、一つ一つの意見にばらつきがあったように思えます。 

86. ２００人の会議を上手に取り回すのは大変でしたね。初回だから、みんな何を話せば良いのか、

意見を言う人の顔（バックボーンも思想も）わからないし、そりゃあ、議論もあっちゃこっちゃ行きま

すよね。難しかったと思います。次回以降に期待します。 

87. それぞれの立場に、それぞれの“理”があるように思います。その理を判断し、何を目的に話しあう

か、明確にした方が議論がまとまると思います。 

88. 個々の質問と回答の方が理解しやすいです。 

89. その時意見を出すテーマは絞ったほうが良いかも。意見の方向性もその場に合わないときは別の

場を設けるなど。 

 
▼ 事実をしっかり 

90. まず事実をしっかり把握し、今後に生かしていくことが大切であると考える。 

91. 内容的には市民が理解し、さらに提言していくには文化レベル、感覚レベルの議論と共に、デー

タや科学的なシステムについての議論を積重ねていくことが必要だと思う。 

92. 正しい事実、知識を共有できる場にしたい。 

 
▼ 信頼できる情報は何か？ 

93. 信頼できる情報は何か。各人の持っている情報、思いには限りや偏りが有る。 

 
 
▼ 異なる意見にも、耳を傾けて 

94. 様々な視点を受け入れる議論であってほしい。 

95. 異なる意見にも耳を傾け、お互い理解できる部分を広げる姿勢が必要である。 
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96. 本来の主旨に基づき、今後どうしていくのか？ 結論ありきでなく、みんなの考え方をよく聞き、議

論をして欲しい。（もう少し心を広く持って欲しい） 

97. 否定をしない会議にしたい。 

98. 多様な人意見を聞き、受け入れて疑問がうまれてくる、それが良いと思った。これから皆と一緒に

疑問を持ちたい。 

99. まだまだ、それぞれの立場に固執している。 

 
▼ 幅広い知識を皆で共有しながら判断を 

100. 最後にトヨタの方がおっしゃっていたように、各人が自分の立場で自分の知識だけで意見を言って

いるだけで、このままやってもまとまるとはとても思えません。共有が必要なのではないでしょうか。 

101. 清水さん(トヨタ顧問)のコメントに同感です。 

102. 知識を持った上で議論に参加していかなくてはと思う。一人一人様々な思いを持っていて当然だ

が感情的な議論になるのではなく、もっと幅広い知識に基づかなくてはならないと思う。 

103. 各人のバックボーン、知識のみで議論が進むことに不安です。 

104. 広く議論し、理解を深める必要がある。 

105. それぞれの立場で事実認識が異なり、議論になっていないところもあったので、全体で共通認識

をもちながら、議論していくことがよいのでは。認識を共有。 

 

▼ 関心のある人を増やすことが重要 

106. 結局は関心のある人を増やすことが重要であると思った。 

 

▼「原発を止めてみて、困れば新たな芽が出てくる」という意見に賛成！ 

107. 原子力発電所を止めてみたら・・・日本人ならきっと何とかする。新たな芽が出る。という意見が面

白いと思った。それが中部から出るように皆で知恵を絞りたいと思う。 

108. 個人的には原発を一度なくして、そこからもう一度考えるという意見に共感できた。 

109. 困れば次の新しい芽が出てくるという誰かのコメントが良かった。 

 
▼「化石燃料の枯渇」もあるから「電気代が上がる」のは仕方ない 

110. 正直に申し上げます。私は高校生でこれからを担って行く世代と言われるけど、今はまだ親なしじ

ゃ生きていけないし、自分で働いてもいない人間で全く実感がわきません。だから勝手に書いて

（親には迷惑かもしれないけど）電気代上がるのはどうしようもないと思います。だって原発事故が

おきていなくても、化石燃料の「枯渇」という問題があったから。みんなで分かち合う必要があると

思うからです。 

 

▼ 無責任な発言、フェアでない発言はＮＧ 

111. 無責任な発言や文句、言い訳など、少し聞くにたえない話も出た様な気がします。お互いに高め

合い、方向性を話し合っていけるような議論の場になればと思いました。 

112. 誰かが TV 局や他のことも非難していたが、それはフェアではないのでやめて欲しい。 
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●●●●    今後、議論したいテーマ    ※ 論点となるテーマを ＜＜＜＜        ＞＞＞＞ で示します。                            

 
▼ ＜市民ができること＞・＜節電＞・＜エネルギーの使い方＞・＜くらし方＞・＜生き方＞ 

113. 個人・家庭の電力消費量をいかに減らすか。 

114. 市民ができること、節電？生活水準をいかに落とすか？高い電気代をどう払うか？をギロンしたら

いい。 

115. 市民が一人一人出来ることを市民レベルで議論したい。 

116. エネルギーのあり方を考えた時に、私達のライフスタイルを、どう変化させていくべきなのか。市民

レベルで何をしていけるのか。 

117. エネルギーの使い方、あり方、生活、くらし方、自然環境のつくり方、つきあい方など。 

118. どのような生活が、①安全で ②楽しい…生活なのか…の議論したい。他人の意見が聞きたい。 

119. 代替エネルギーを考える前にくらし方を考えられればと思います。 

120. 高校生が言っていたように、私たち市民が何をすべきか、ということを目標に。 

121. エネルギーを選択するという事は、今後、どんな生き方を選択するのかだと思います。皆でどこへ

向かっていけばよいのか議論したい。 

122. 自分こそがこれから当事者意識をもち、どう活動していくかということ。 

123. むずかしい事を議論して満足するより、参加者が関与できる簡単な事で色々動かす「ツボ」を浮き

立たせるほうが良い。 

 
▼ ＜経済＞・＜産業＞・＜従業員の生活を預かる経営者＞・＜お金＞・＜命＞ 

124. 「経済的」なことについて、前後に白熱したが、これが本質なことだろうと思います。 

125. 経済のあり方とエネルギーのあり方の関係について。 

126. 将来の経済についても考えないといけないかなあと思った。 

127. 経営者としては従業員の生活、家族の生活を預かる。普通の市民とはきっと苦しみも違うだろう。 

128. 同時多発でエネルギー、お金、命、いろいろな話を多くの人と話をしたい。 

129. 今までの経済主体より、人の命主体で行きましょう。中部が変われば国が変わるのなら是非。 

130. 命は大切。命を延ばしてきた、助けてきたのは科学技術であり、エネルギーもひとつ。無駄遣いは

いけないが減らせばよいとの単純な考えに直結しないことが必要。先入観を除きたい。 

 
▼ ＜原発、脱原発のメリット・デメリット、リスクとベネフィット＞ 

131. 原発は何がいいの？いけないの？原発に変わるエネルギーはあるの？これで大丈夫なの？小

学生でもわかるような説明をしてほしい。でなければ、意識の高い人だけが進める会議になってし

まうし、当然、ここに来ていない意識の低い人には何も伝わらないし、何もかわっていかない。せ

っかく２年もやるなら、市民をまきこんでいけるものにしましょう！ 

132. 脱原発の本当のデメリット。数値込みで！（コスト etc） 

133. 原子力の危険・コストについて、客観的に知りたい。 

134. 原子力をすべてやめるとして、電気代が高くなること以外に何が変わるのか、何をしなければなら

ないのか。 

135. 専門用語ではなく、今何が必要なのか、原発は何がよいのか悪いのかということをもっと具体的に
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示し、参加者が切実感をもつことができるような会になることを望みます。 

136. 原子力エネルギーのリスク、ベネフィットはとことん勉強し結論を見出していかねばと強く感じている。 

137. 仮に原子力が必要ということであれば、最大の安全確保と実施可能（支出費用をベースとした）模

索に早急に努めるべくの所存。 

 
▼ ＜再生可能エネルギーのメリット・デメリット、リスクとベネフィット＞ 

138. 新エネルギーのデメリットやリスクについて（新エネルギーについての情報は、メリットばかり先行し

て流れてくる気がするので） 

139. 再生エネルギーについて様々な立場の意見交換。専門家と市民で。 

140. 新エネルギー会議 

141. 再生エネルギーが取りざたされており、社会も経済界も意識が変わってきましたが、太陽光のごみ

問題（原発と同じなどの意見）や地熱の事績時で過去の事故や温泉が出なくなる等言われていま

す。正しい選択をする為の正しい情報、議論を・・・ 

142. 今後が大切。新たなエネルギーについて、どのようなものがあり、実現できるのか。メリット、デメリッ

トを。 

143. 代替エネルギーと各効率、コストの実態を知りたいし、議論したい。 

144. グリーンエネルギー。新たな雇用。 

 
▼ ＜全てのエネルギー利用のメリット・デメリット、リスクとベネフィット＞ 

145. エネルギーコストを積算したい（オールジャンル）再生エネルギー含む。 

146. 趣意書にある通り、すべてのエネギーの持つ便益とリスクを客観的情報をもとに議論を重ねること。

リスク「0」はありえないので、その点も議論したい。 

147. 環境とコスト。発電方法のメリット、デメリット 

148. 原発のみにかたよりすぎ。エネルギー全体から。社会全体のリスクを考えた議論をしたい。 

149. 電力供給源の正しい選択が出来る知識が得られたら良い。 

 
 

▼ ＜放射能＞・＜食への影響＞・＜安全なレベル＞ 

150. 放射能についての正しい知識をどう子ども達に伝えていくのかを切実に感じている。3.11 以来、

親の不安が増大し、子ども達にあれはいけない、これはいけないということが増えている気がする。

正しい知識の中で選択できるようにしていけばと思う。今の世の中は、危険なことは全て排除しよう

としすぎていて、危険を察知する力を身につけさせることを少しおろそかにしている気がします。 

151. 国内の食物への影響と、安全なレベルとは？ 

152. 原発について、代替エネルギーについて、放射能の危険についてまずは知ることから。 

 
▼ ＜市民は何を大切にしたいのか？＞ 

153. 市民が何を大切にしたいのか（コスト？安心？）市民から多くの意見を出していけばいい。それを

もとに、専門家が新エネルギーのあり方を提案できるといい。 

154. 今回の意見をもとに思うことは、何を一番大切にするのかをメインにして話をしていかないとポイン
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トがしぼれないと思う。産業なのか、自然なのか、人なのか、いずれも大切だが、重点をどこにおく

か考えないと、結局どこにも落ち着かないと思う。ただ、話しただけにならないようにしたい。 

 
▼ ＜今のエネルギー量は必要か？＞ 

155. そもそも、今のエネルギー量が必要だろうか？ 

156. 今後、少子化になっていくので、今使われているエネルギーがいるのだろうか。 

 
▼ ＜世界の視点＞・＜放射性廃棄物＞ 

157. 中部のみでなく世界の視点でエネルギー問題、放射性廃棄物について議論したい。 

   
▼ ＜東海地震の影響＞・＜福井原発の影響＞ 

158. 地震の影響（東海、東南海・・・直下型）→ 福井原発・浜岡原発への影響。シュミレーション結果

欲しい。放射能拡散シュミレーション。 

159. 想定されうるだろう東海地震を控えている訳ですが、危機感が無いと思いました。 

 
▼ ＜総括原価方式＞ 

160. 総括原価も含め原発投資が他電力投資よりオイシイ（利差効果）と認識しています。原発をなくし

たいなら、その制度をいじれば済む（技術でもなんでもないから市民意向でできるはず。 

 

▼ ＜原発を抱えた地域＞ 

161. 原発で働く人の生活、国からの補助金で地方自治をすすめている原発をかかえた地域もあるなど、

一概に賛成、反対は言えないと思った。 

 
 

▼ ＜どんな世界に生きたいか（夢）と、どう経済に働きかけるか（現実）の両面から＞ 

162. 自分たちがどんな世界に生きたいのか、現在の生活にしばられずに考えること（夢）と今の現況か

らどう経済に働きかけ改善して進めていくか（現実とのすり合わせ）両面から議論していけると良い

のではないか。 

 
▼ ＜関心者の広め方＞ 

163. 関心者の広め方について。 

164. この会議がどこまで市民へ浸透していくか。それが、今後のエネルギーになっていくと思います。 

 
▼ ＜ここでの議論をどう社会に影響させていくか？＞ 

165. 最終的にこのような議論がどのように社会に影響を与えることができるのか、考えていきたいです。 

166. ここでの意見が最終的にはしっかりと行政に伝えられ原動力となっていくといいです。 

 



 11 

▼ ＜会議の参加者でできることは何か？＞ 

167. 今後何が、会議に参加したメンバーでできるのか？ 

168. 私達に何ができるのか。小さな積み重ねが大事だと思います。 

 
 
▼ ＜均等な苦しみ方＞ 

169. 原発をやめるために、市民がどこまでがまんできるか？みなが均等に苦しむように。 

170. 誰も苦しまない改革はないし、だれかだけ苦しむ改革も良くない。 

 
▼ ＜電力自由化＞・＜エネルギー需給システム＞ 

171. 電力自由化 エネルギー需給システム 

 
▼ ＜予防原則＞ 

172. 予防原則に関して。 

 
▼ ＜トップの責任＞ 

173. トップの責任について議論したい。 

 
▼ ＜新しいエネルギー＞ 

174. 新エネルギー。イモも興味あり。オーランチオトリウムも。 

 
▼ ＜生命＞ 

175. 日本人の目線、産業の目線、人間の目線の議論ではなく、生命を軸にした議論にすべきでは。 

 

▼ ＜100 年後、200 年後の視点＞ 

176. もっと先の 100年後、200年後どうなるのかの話をしたい。（原発存続と原発無しとで） 

 
▼ ＜今後のエネルギーの方向性＞ 

177. 原発の是非を含め、新エネルギーなどこれからのエネルギー政策の方向性について 

178. 今後の方向性についての議論を進めるべきだと思う。 

179. 今後のエネルギー 

180. 今後のエネルギーはどうしらたよいか。みんなで考えたい。幅広い議論を期待したい。 

181. どういうエネルギーにしていくか、ということ。 

182. 今後のエネルギー選択。原子力をどうするか？原子力の研究を含めて。 

183. 今後のエネルギーをどうしていくかということは、とても生活（人生）にかかわることなので、じっくり

話し合いたいです。 
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184. 今後のエネルギー問題。今後の未来の世代のために、私たちはどうしていくべきか。 

185. 今後のエネルギー供給について（新エネルギー）行き先を見つけて、原子力他を考えていきたい。

（否定する事はやめたい） 

186. リーフレットにある通りに、「地域のこれからのエネルギーのあり方について」が議論される（市民レ

ベルの）場となること。 

 

▼ その他、議論したいこと、知りたいこと 

187. 原発はすぐやめられない。社会の仕組みとそのアプローチについて。 

188. 原子力に頼らないエネルギー 現実的なシュミレーション 

189. 具体的な止め方。 

190. 自然再生可能エネルギー、化石燃料でやっていく方策 

191. 自然エネルギーの市民生活の限界活用技術の開発。 

192. 自然エネルギーをすすめるための情報が欲しい！ 

193. 今後原発とどう関わり、エネルギーの需給について 省エネと地域環境、エネルギー、産業のサイ

クルについて 

 
 
●●●●    会議の開催方法など                                                                                                                                

 
▼ 少人数での議論を 

194. 小ワーキンググループ（テーマ毎）での議論 etcで熟議を希望 

195. 今回はシンポジウム形式でしたが、提言などをされるときは、もっと少人数で行われるのでしょうか。 

196. 個別の項目ごとに分科会も必要か。 

197. 専門的な情報を持っている人も含めて、もっと少人数で参加型の会議になれば今日意見を言え

なかった人からもアイディアあふれる貴重な考えがでてくると思いました。 

198. グループで TALKすることによってもっと多くの人々が意見を出せるようにしたらどうか？ 

199. 詳しい方々にかたまらせてしまうと、前だけで話し合いがおこなわれ、前後での「壁」ができてしま

います。もしくはグループセッションの方がよいのではないでしょうか。 

 
▼ より多くの意見が出せるように 

200. いろんな人の声が出せるような方法（WS？） 

201. もう少し、個人が話をできるようにしたほうがよいかも。ワークショップ方式が良いかもね。 

202. より多くの参加者から意見を聞くのがいいと思う。呼びかけ人の話が長かったので。 

203. 多くの方の意見を吸い上げて、合意を得て、よりよい方法を考えていきたい。 

204. ふせんで意見を出せるのは気軽でいいと思った。 

 
▼ 定期開催、地方開催、終日開催、回数、曜日、議論の時間、早めの次回開催連絡、懇親会 

イメージキャラ 

205. 定例会的に定期開催してほしい。 
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206. 中部エネルギー…の名前なので、名古屋だけでなく、地方都市を廻って会議をやってほしい。 

207. どうせやるなら、9時～16時までやれば良いと思う。 

208. 総括の議論（グループ別の議論／少人数での議論）→ 楽しい昼食 → 午後の議論 

209. 月に 1 回か 2 ヶ月に 1 回。 

210. 月に 2回も会議があるのはどうでしょうか？ 

211. 土曜日の開催を希望します。 

212. なるべく日曜日にやってほしい。 

213. 議論の時間が長いと分かりやすい。 

214. 話し合いの内容を振り返る時間、次回の目標を設定すると良いと思います。 

215. 仕事等を調整しての参加ですので、早めに次回会議日程の調整（出来れば会議時～1Week 以

内に次回の決定 MLを希望） 

216. 市民会議で話された内容は、ホームページ等で示されると聞きましたが、今後、どのように働きか

けをしていくのか明らかにしてほしい。きちっとした働きかけをしていかないと会議の意味がない。 

217. 懇親会をぜひ。 

218. イメージキャラを作ったら明るくて若者もかかわりやすそう。 

219. 時間が許せば今日の 2部みたいな形式は面白いと思ったよ。でも時間が足りないですね。 

 
 
▼ 会議全体の目的・方向性を明確に 

220. この会の存在意義「何をするのか」を明確にし、限定すべき。 

221. ポストイットにも書いたけど、議論するスケジュール・ステップを示した方がみなさん、わかりやすい

と思いますよ。 

222. まだ初回で、会議の方向性が見えてきません。 

223. 実はこの会議が何を目的にしているのかよく判らないで参加していました。 

 
▼ その日の会議の方向性を明確に 

224. その日の会議の方向性を決め、その方向性にならって議論を進めるべきだと思う。 

225. 最後の締めを冒頭において、指針とすべきでありました。 

226. 時間がなくなってしまったのは、最初の主旨が分かっていなかったということ。でも、最初からうまく

いくはずがないです。これだけ多様な人がいるので…。 

 

▼ テーマを決めるのは誰？ 

227. テーマを決めるのは事務局の仕事か？参加者の仕事か？どういう方向に議論を持っていくのか

は事務局かもしれないが･･･ 

228. 終着点（テーマ）など主催者側が決めないところがこの会議の魅力であり、私たちが成熟した市民

になるために必要なプロセスだと思います！ 

 
▼ 時間通りに終了を 

229. 初回なので仕方ないと思いますが、できるだけ時間どおり進行していただけると助かります。 
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230. 予備時間とかもしっかりと作って、時間配分をしっかりするべき。 

231. 時間は守るべき、勝手な発言を自由にさせていたら、いくら時間があってもムリ。 

232. 時間がかかるので、もう少し時間の計算をしては？予定内に収める。 

233. もう少し、時間忠実に進めていただけると、今後も参加しやすくなります。 

 
▼ ＨＰを最大限活用 

234. 今後、２年間の具体的なスケジュール（日程）が決まり次第、同会のＨＰへの掲載を希望します。 

235. ネットでも色んなコメントを集めてみては？ 

236. 参加できないときのML内や HPでの意見交換。 

237. 公開していくことに意義があると思う。 

 
▼ 討論会・セミナーで勉強を 

238. 福島原発の事故原因、エネルギーとしての原子力の必要・不必要、原子力・エネルギー政策の

道筋について肯定派・否定派の専門家を招き、討論会を持って、勉強しながらまとめ、総論へ進

むようにしたい。 

239. この形式を 2～3回続けた後、必要な知識、テーマのセミナーが必要なのかも知れない。 

 
▼ 会議を進めていく姿勢について 

240. 冷静な態度で議論に望んで欲しい。（やはりつらい立場で出てきている人もいるのは事実） 

241. 市民対パネラーだけにならず、市民対市民の議論の場にもなるとよいと思います。 

242. 原発賛成 or反対を前提に話が進んでいた感があった。 

243. 議論だけで終わらず、内容が実行（各分野で）に繋がること。小規模でも”市民活動”で終わらな

いこと。 

244. 議論に時間を掛け、市民が望むエネルギーのベストミックスのあるべき姿が提案できると良いので

すが。 

245. 「原発がないとこまる」というベースで話し合いは無意味。市民会議ならではの思いきった提案が

されるとよいのでは。 

246. 市民の自律、自立をのばしていく場になればよい。 

247. 議論も大事ですが、楽しみながらやれると長続きする…拡大する…広がると思う。 

248. 如何なる立場、立ち位置の方も等しく「責任と権限の原則」を守ってください。 

249. 公正公平な立ち位置での在り方 

250. 前向きの議論が必要。 

 
▼ その他 

251. 趣意書の「3.11 をムダにしないために」は変更してほしい。Ex.「3.11 を明日のエネルギーを考える

確とするために」など「犠牲がムダになる」を連想させる表現は控えてほしい。 

252. 地域（中部）のエネルギーは地域で決める。 

253. 生活・事業経済の維持発展にエネルギー資源の確保は必要不可欠なことは明白の理である。 

254. 多くの年代の方（特に次世代の若い方）が参加され、未来に向け真剣な議論が実を結びますように。 
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255. 正しい選択、現実に根ざして多方面から考えたいと思います。 

256. たぶん原発はやめるべきだと考える。しかし、そのために苦しむことはしたくない。 

257. これでどうまとめられるのか、たのしみもあり心配もある。会議にはできるだけ参加したい。 

258. エネルギー政策を論じる上で、今原発に否定的な論調は仕方ないが、今までそれに頼ってきた

のも事実。危ないものだということは承知だったのでは…？ 

259. 途中の話でもありましたが、せっかく会議をするので、受身や他人任せでなく、どうにかするため

に、どうするかをもっと話すべきかと思いました。 

 

260. 次世代の子ども達に世界を残すことをしないとという共通認識をもつためにどうするか。それにつ

きると思う。 

261. 市民会議がどれくらい大きなものになっていくか楽しみです。 

262. 何に制御されているのか？ 

263. 横断的な議論を指向するのが良い。 

264. 途中であらわれた「ワンコイン」に賛成できるのか？減税を訴えるだけで市長になった人もいるのに…。 

265. とてもおもしろかった。ホームページをみたい。 

266. 今回は原発事故に焦点があたっていたので、今後の会のもたれ方がどんな形になるのかを楽し

みたい。 

267. 開催方法や進行方法については問題ありません。 

268. 今日の会が次へとつながり未来へとつなげていければと思った。 

269. よかったです。次回も期待しています。 

 

270. どのようにポイントを絞っていくのか、むづかしいところです。 

271. 今後も「じょうず」に運営されることを念願します。 

272. とりあえず今日の方法を継承していければよいのではないかと考える。 

273. スタッフのみなさん、お疲れ様でした。こんなにたくさんの人たちが参加するなんて、すごーいと思

いました。 

274. 立ち上げとしては、○（まる）としていいんじゃないですか。 

275. 第 1 回としてはよく充実していた。 

276. がんばって続けて欲しいです。 

277. とても有意義な会でした。 

278. 名古屋らしく、とても良いです。 

279. 開催を知ったのが当日でしたので、最後まで参加できず残念です。 

280. 仕事、休憩時間の参加で 100％伺えず残念でした。 

281. 第１回会議の運営、ご苦労さまでした。２回目の会議もテーマにより参加したいと考えています。 
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●●●● 回答者の「性別」                                                                                                                                                        

                          （回答者：計 74 名） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●●●● 回答者の「年代」                                                                                                                                                        

                                （回答者：計 96 名） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●●●● 回答者の「ご職業」                                                                                                                                                        

                                 （回答者：計 89 名） 
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