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１．はじめに（本書執筆の目的）  

 

中部地域のエネルギーのあり方を、自らを当事者とし、多様な考えと立場を超えて、議論できる

場をと「中部エネルギー市民会議」は開催前の準備として、１年をかけ様々な考えと立場の呼びか

け人２１名でスタートしました。 

 

そして、この報告書にもありますように、９回の会議と８回の講座を続けてまいりました。この

歩みを振り返ると同時に、今後の「中部エネルギー市民会議」はどのように存在すべきかについて、

呼びかけ人、賛同人、会議で話題提供いただいた登壇者の皆様方、そして会議参加者の方々に自由

に思いを語っていただくことで、報告にかえすこととしました。この報告書をお読みいただき、私

もひと言と思われた方は、ぜひ事務局までお寄せ下さい。 

 

また「中部エネルギー市民会議」は、参加者の方々からの信頼を担保するため、特定の機関から

の助成金などはなく、手弁当で立ち上がりました。多くの経費が必要と思っていましたが、多数の

方々の善意によって、何とかここまで開催し続けることができました。支出が 160万円ほどで済ん

だというのは、お金以前に多くの方々のボランタリーなお手伝いをいただけたこと、また呼びかけ

人の所属する大学などを無償に近い形で提供いただけたこと、そして、会議参加者からの当日の寄

付金に支えられたからこそです。皆様からの善意をどのような形で使用させていただいたのかも、

報告書にて公表させていただきます。これまで支えてくださって本当にありがとうございました。 

 

 

 

中部エネルギー市民会議 

呼びかけ人 一同 
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２．これまでの活動実績一覧 

 題目〈情報提供者〉 日時 主な開催内容 会場 参加者数 

1 第１回 準備会 2011年 

7／6（水） 

経緯の共有 ごはん DINING 金山

きらり 

呼びかけ人 6  

2 第２回 準備会 8／31（水） 

18:15-21:00 

経緯の共有 

趣意書の確認 

ローズコートホテル 

日本料理 比翼 

呼びかけ人 7  

＋苅田氏 

3 第３回 準備会 10／17（月） 

18:30-21:00 

趣意書の確認 

最終ゴールの確認 

ローズコートホテル 

日本料理 比翼 

呼びかけ人 10  

＋苅田氏 

4 呼びかけ人会議 

（第４回準備会） 

2012年 

2／9（木） 

14:00-17:00 

第１回の内容 

記者会見の内容 

松原事務所 呼びかけ人 14  

5 記者会見 

 

2／20（月） 

14:30-15:10 

趣旨の発表 愛知県庁 本庁舎 呼びかけ人 9  

6 呼びかけ人会議 

（第５回準備会） 

2／20（月） 

15:30-18:20 

第１回の内容 ホテルトラスティ 

名古屋栄 

呼びかけ人 7  

＋伊藤氏 

7 事務局会議 2／23    

8 事務局会議 3／1    

9 第１回 

中部エネルギー市民会議 

〈木船･鈴木･中根･伊藤氏･ 

松井氏･飯尾〉 

3／4（日）  

13:00-16:30 

原発事故原因 

色々な立場からの 

コメント 

名古屋文化短期大学 

(新栄)  

210名(+取材関係者) 

(内、呼びかけ人 14) 

10 事務局会議 3／8    

11 事務局会議 3／12    

12 事務局会議 3／19    

13 第２回 

中部エネルギー市民会議 

〈飯尾･今尾･関口･竹内･松原〉 

3／24（土）  

13:00-17:00 

原発への主張 

その理由の意見出し 

愛知淑徳大学 

(星が丘) 

76名 

(内、呼びかけ人 11) 

14 事務局会議 3／28    

15 事務局会議 4／2    

16 事務局会議 4／9    

17 事務局会議 4／16    

18 呼びかけ人会議（第６回） 4／23（月） 

17:00-19:30 

２回の会議を終えて 

中電との勉強会 

女性会館（東別院） 18名 

(内、呼びかけ人 11) 

19 事務局会議 4／25    

20 事務局会議 5／1    

21 事務局会議 5／11    

22 第３回 

中部エネルギー市民会議 

〈中電 平岩芳朗氏･福本一氏〉 

5／20（日） 

13:00-16:30 

中電からの情報提供 

中電の基本スタンス 

名古屋学院大学 

(日比野) 

81名 

(内、呼びかけ人 11) 
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 題目〈情報提供者〉 日時 主な開催内容 会場 参加者数 

23 事務局会議 5／24    

24 中部電力との打合せ 5／31  中部電力 本店  

25 事務局会議 6／1    

26 事務局会議 6／19    

27 事務局会議 6／28    

28 第４回 

中部エネルギー市民会議 

〈中電 平岩氏･福本氏〉 

7／8（日） 

13:00-16:30 

中電からの基礎情報 

中電の基本スタンス 

愛知淑徳大学 

(星が丘) 

60名 

(内、呼びかけ人 11) 

29 事務局会議 7／17    

30 事務局会議 7／25    

31 事務局会議 7／31    

32 事務局会議 8／9    

33 事務局会議 8／24    

34 なごや環境大学 主催者説明会 8／29    

35 事務局会議 9／7    

36 事務局会議 9／18    

37 呼びかけ人会議（第７回） 9／24（月） 

17:30-20:30 

今後の進め方 

大沼氏との勉強会 

パティオ伏見 

(伏見御園座） 

呼びかけ人 11 

38 基礎講座の登壇者  

合同打合せ 

9／28（金） 

18:00-19:30 

登壇者と趣旨共有 名古屋大学 7名 

39 第５回 

中部エネルギー市民会議 

〈大沼淳一氏〉 

10／6（土） 

13:30-16:30 

科学技術の不確実性 

リスク管理 

名古屋学院大学 

(日比野) 

55名 

(内、呼びかけ人 10) 

40 事務局会議 10／12    

41 なごや環境大学 

誰でもわかる基礎講座① 

〈萩原･今尾･飯尾〉 

10／17（水） 

18:30-20:00 

オリエンテーション 名古屋学院大学 

(日比野) 

18名 

(内、呼びかけ人 6)  

42 なごや環境大学 

誰でもわかる基礎講座② 

〈沢田昭二氏〉 

11／7（水） 

18:30-20:00 

放射線 

人体影響 

 

中部大学 (鶴舞) 28名 

(内、呼びかけ人 5) 

43 事務局会議 11／8    

44 第６回 

中部エネルギー市民会議

〈関口詩織〉 

11／18（日） 

13:30-16:30 

卒原発から現在まで。 

破壊革命から共生革

命へ、傾聴 

名古屋学院大学 

(日比野) 

31名 

(内、呼びかけ人 7) 

45 なごや環境大学 

誰でもわかる基礎講座③ 

〈楠美順理氏〉 

12／5（水） 

18:30-20:00 

原発の見方を整理 中部大学 (鶴舞) 42名 

(内、呼びかけ人 4) 

46 中部電力との打合せ 12／7  中部電力 本店  

47 事務局会議 12／12    
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 題目〈情報提供者〉 日時 主な開催内容 会場 参加者数 

48 事務局会議 12／25    

49 中部電力との打合せ 12／25  中部電力 本店  

50 基礎講座の個別打合せ（高野氏） 12／26  名古屋大学  

51 なごや環境大学 

誰でもわかる基礎講座④ 

〈高野雅夫氏〉 

2013年 

1／16（水） 

18:30-20:00 

エネルギー（物理学） 

地球･社会の持続可

能性 

中部大学 (鶴舞) 37名 

(内、呼びかけ人 4) 

52 事務局会議 1／23    

53 事務局会議 1／25    

54 基礎講座の個別打合せ（木船） 2／4  名古屋学院大学  

55 第７回 

中部エネルギー市民会議 

〈平岩氏･福本氏･伊藤氏･飯尾〉 

2／10（日） 

13:30-17:00 

中電から原発中心に。 

異なる立場から原発

を語る 

名古屋文化短期大学 

(新栄) 

約 70名 

56 なごや環境大学 

誰でもわかる基礎講座⑤ 

〈木船〉 

2／13（水） 

18:30-20:00 

経済活動とエネルギー 中部大学 (鶴舞) 27名 

(内、呼びかけ人 6) 

57 事務局会議 2／15    

58 呼びかけ人会議（第８回） 2／21（木） 

18:00-20:00 

１年の振り返り 

中間レポート 

今後の進め方 

パティオ伏見 

(伏見御園座） 

呼びかけ人 9 

59 なごや環境大学 

誰でもわかる基礎講座⑥ 

〈竹内･杉山〉 

2／27（水） 

18:30-20:00 

エネルギー自治 

誰が決めるのか 

中部大学 (鶴舞) 30名 

(内、呼びかけ人 7) 

60 なごや環境大学 

誰でもわかる基礎講座⑦ 

〈松原･飯尾 他〉 

3／6（水） 

18:30-20:00 

車座トーク 

地域のエネルギーと

どう向き合うか 

中部大学 (鶴舞) 41名 

(内、呼びかけ人 7) 

61 賛同人･協力者 懇談会 3／27    

62 事務局会議 3／29    

63 事務局会議 4／11    

64 事務局会議 4／26    

65 事務局会議 8／12    

66 事務局会議 9／5    

67 事務局会議 9／18    

68 事務局会議 10／4    

69 事務局会議 10／15    

70 呼びかけ人会議（第９回） 10／26（土） 

18:30-20:30 

中間報告の方向性 

原子力市民委員会 

若者会議 等 

パティオ伏見 

(アーク白川公園ビ

ルディング） 

呼びかけ人 8  

＋大内氏 

71 事務局会議 11／13    

72 中部電力との打合せ 11／14  中部電力 本店  
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 題目〈情報提供者〉 日時 主な開催内容 会場 参加者数 

73 事務局会議 12／24    

74 事務局会議 2014年 1／17    

75 青木聡子氏との打合せ 2／3    

76 事務局会議 2／10    

77 事務局会議 2／18    

78 高レベル放射性廃棄物 

地域ワークショップ中部 

〈木村浩氏･青木聡子氏〉 

3／1（土） 

18:30-21:30 

共催で実施 

情報提供 

会場全体でのディス

カッション 

ウインクあいち 

 (名駅) 

45名 

(一般 25、関係者 20) 

 

79 事務局会議 3／4    

80 第８回 

中部エネルギー市民会議 

4／26（土） 

13:30-16:30 

中間報告 

振り返り･これから 

parlwr／パルル 

 (新栄町) 

22名 

(内、呼びかけ人 7) 

81 事務局会議 5／8    

82 事務局会議 5／21    

83 第９回 

中部エネルギー市民会議 

〈天野一氏〉 

5／22（水） 

18:30-20:30 

DVDの視聴 

松原との対談 

会場との意見交換 

中部大学 (鶴舞) 48名 

(内、呼びかけ人 8) 

84 事務局会議 6／11    

85 事務局会議 6／30    

以 上 
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３．会計報告 

【収入】1,927,598円        【支出】1,631,107円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【収支残高】 296,491 円（2014.4.26現在） 

項　目 備　考 金額 大項目 項　目 備　考

資料購入費 書籍25冊 45,589

会議費 会議8回分 36,795

印刷費 中部リサイクルへの支払 5,000

備品費 記者発表時の垂れ幕印刷 2,350

会議費 会場費、塗装修繕費、託児委託費等 120,983

印刷費 中部リサイクルへの支払 20,466

広報費 案内チラシのデザイン、印刷2,000枚 73,815

備品費 付箋、模造紙、養生テープのまとめ買い等 10,167

会議費 託児委託費等 14,512

印刷費 中部リサイクルへの支払 8,817

資料購入費 書籍4冊 5,485

会議費 女性会館 、名古屋学院大学 使用料等 51,482

印刷費 中部リサイクルへの支払 61,797

広報費 案内チラシの印刷、用紙代 7,700

備品費 名刺用紙 500枚分 2,184

会議費 事務局会議の会場費（4回分）等 7,756

事務所費 家賃（2012年7、8月分） 10,000

印刷費 中部リサイクルへの支払 41,314

広報費 案内チラシの印刷 9,300

備品費 付箋、模造紙のまとめ買い等 3,991

資料購入費 書籍2冊 2,010

会議費 名古屋学院大学、託児サービス等 37,330

事務所費 家賃（2012年9月分） 5,000

印刷費 中部リサイクルへの支払、当日資料コピー 48,781

講師謝金 萩原氏、飯尾氏への講師謝金 20,000

会議費 名古屋学院大学、託児サービス等 14,744

備品費 講師の飲料代 420

資料購入費 書籍3冊 2,077

講師謝金 沢田氏への講師謝金 15,000

備品費 ＤＶカセット 880

会議費 講師（関口氏）交通費（新幹線／往復）等 20,578

事務所費 家賃（2012年10、11月分） 10,000

基礎講座③ 講師謝金 楠美氏への講師謝金 15,000 15,000

講師謝金 高野氏への講師謝金 15,000

会議費 講師の飲料代 110

印刷費 中部リサイクルへの支払 27,559

会議費 託児サービス、切手代 7,540

事務所費 家賃（2012年12月～2013年2月分） 15,000

印刷費 中部リサイクルへの支払、当日資料コピー 14,828

講師謝金 木船氏への講師謝金 15,000

会議費 ＤＶカセット 880

講師謝金 竹内氏、杉山氏への講師謝金 20,000

会議費 呼びかけ人会議 会議室利用料等 10,750

印刷費 中部リサイクルへの支払 53,327

資料購入費 書籍2冊 2,641

講師謝金 松原氏、飯尾氏への講師謝金 20,000

事務所費 家賃（2013年3月分） 5,000

印刷費 中部リサイクルへの支払 12,725

資料購入費 書籍2冊 2,880

事務所費 家賃、共益費（2013年4月～2014年3月分） 49,064

会議費 今尾氏への人件費（なごや環境大学）6回分 18,000

印刷費 中部リサイクルへの支払 11,299

Ｗｅｂ制作費 500,525

Ｗｅｂ維持管理費 97,656

1,927,598 1,631,107

2013年3月
～2014年4月

81,243

資料印刷代
参加費
受講料

第３回資料印刷代／16,500
第４回　 　 〃  　　／13,000
第５回　　　〃  　　／22,000

第６回参加費／7,150
第７回　 〃 　／31,500

基礎講座①受講料／3,600
基礎講座②   〃   ／6,300
基礎講座③   〃   ／12,000
基礎講座④   〃   ／9,900
基礎講座⑤   〃   ／7,200
基礎講座⑥   〃   ／6,900
基礎講座⑦   〃   ／11,100

147,150

基礎講座⑤ 15,880

なごや環境大学 なごや環境大学 実行委員会負担金 180,000

第７回 37,368

基礎講座⑦ 43,246

第３回 128,648

第５回 113,121

基礎講座①

第４回 72,361

寄付

萩原喜之／10万
松原武久／10.5万
澤村壽様／50万 （Ｗｅｂ制作費）
澤村壽様／94,611（Ｗｅｂ維持管理費）
佐藤ショウジロウ様／1万
服部俊生様／3万
水谷香織／10万
庄司知教／10万
ブイ チ トルン／1万
稲垣隆司／2万
今尾忠之（蓮見会）／5.3万
シモガキマキ様／0.3万
呼びかけ人会議／0.7万
飲食代の残金／5,772

1,138,383

賛同寄付

伊藤夫沙惠様／1万
大矢美紀様／0.5万
後藤茂昭様／0.5万
山田寿男様／0.5万
苅田章様／0.5万
鈴木夏織様／0.5万
尾形慶子様／0.5万
浅井直樹様／10万
沢田誠様／0.5万
平野克彦様／0.5万
他３名（名前の公開不要）／1.5万

165,000

金　額

支　出　合　計

23,32923,329第２回

準備段階

35,164

基礎講座⑥

第１回 225,431

講師寄付 121,370

収　入　合　計

89,734

会場寄付 175,695

基礎講座① 萩原・飯尾より／2万
基礎講座② 沢田昭二様より／1.5万
基礎講座③ 楠美順理様より／1.5万
基礎講座④ 高野雅夫様より／16,370
基礎講座⑤ 木船久雄より／1.5万
基礎講座⑥ 竹内・杉山より／2万
基礎講座⑦ 松原・飯尾より／2万

基礎講座② 17,957

第１回参加者より／32,370
第２回    〃      ／25,246
第３回    〃      ／19,140
第４回    〃      ／25,320
第５回    〃      ／17,000
第６回    〃      ／9,485
第７回    〃      ／9,660

基礎講座①参加者より／9,900
基礎講座②    〃      ／2,298
基礎講座③    〃      ／2,572
基礎講座④    〃      ／12,320
基礎講座⑤    〃      ／2,837
基礎講座⑥    〃      ／4,200
基礎講座⑦    〃      ／3,347

第６回 45,578

基礎講座④ 42,669

84,077

Web関係 Ｗｅｂ関係費 598,181


