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705E6 フクイチ事故の対応といい加減なのに、とんでもない！ 断固反対する。 

706E3 

先日チェルノブイリ訪問しました。３０キロ地点と１０キロ地点にチェックポイントがあり出る

ときにホールボデイカウンターで計測しましたが、私は警告が鳴り、服を払いジャンプして再計

測しＯＫになりました。事故以来３２年経っています。仮に事故がなくても温排水による温暖化 

放射性廃棄物処分方法等 問題満載です。普通に考えれば日本の将来のためにも再稼働はありえ

ないと思いませんか？ 

706E4 女性蔑視で非常に低レベルな内容。 

709E1 
東海第二発電所の再稼動は大反対です。第二発電所そのものだけのことを考えても、その環境的

問題、社会的問題、経済的なことを考えても再稼動しないことが最良の道だと考えます。 

710E1 原発再稼動は反対です。明確に反対します。 

711E1 

福島第一原子力発電所での事故は収束していません。国内外での原子力発電所の建設・稼働は、

同様の事故が起きたときにも収束できず後代に禍根を残す可能性が高く、無責任のそしりをまぬ

がれないと考えます。即刻、国内の全原発の稼働を停止し、原発ゼロに向けた政策へと舵を切っ

ていただきたいです。 

711E3 再稼働は止めてください。子供たちの未来のために、福島の事故が二度と起きないために。 

713E1 
どんな方向から考えても再稼動させることの正当な意味はありません。よって再稼動に反対しま

す。 

714E2 東海第二原発の再稼動は強く反対いたします。 

716E3 
福島原発の廃炉が決定する中で、また新しい原発を作ろうとするのは全く理解できません。廃案

にしてください。 

716E9 

再稼働は、許しません。理由現場の人も、必ず事故が起きると解っているのに、避難も出来ない

と解かっているのに、なぜ再稼働をさせなくてはならない人たちのがいるのか？本当は、無理や

りだと解かっているのに、何らかの理由で、反対できない人たちの人権を守る為にも再稼働は、

許しません！ 

718E5 

茨城県北部では地震が多発しています。既に日立を中心として地盤、空間異常が発生している危

険地域だと断定できます。この地震は原子力発電にまつわる公開されていない災害による結果だ

と推測されます。この地域では過去に臨界事故も発生しており、もともと不安定な地盤を更に軟

弱化している状況であると科学的統計確率論からも断定できます。微弱地震の歪の集積結果の都

市直下型の巨大地震は新潟中越地震、阪神淡路大震災、大阪北部地震と既に柏崎刈羽、北陸の原

子力発電の稼働で実証されており東海第二発電所の再稼働は関東地方の巨大地震の最大リスク

の発生の増大を加算する行為です。日本の首都の安全を全く考慮していない自滅加害行為と言わ

ざるを得ません。国民の生存権や安全を全く無視した公共の福祉に反した経済活動は止めて下さ

い。また、安全対策費狙いで私腹を肥やすことを止めて下さい。現実と実像に反した原子力発電

の稼働は加害の原因追及による世代間不信や業界不信の発生要因でもあり国民の安全と税金を

人質に取って、たてこもりを図っている組織の意図と実体が浮かび上がっています。海水温上昇

による、豪雨や巨大台風の被害も多発しており、温排水や最も熱量を永続的に発生させる原子力

発電は止めて下さい。風力や波力による分散型の親自然再生型エネルギー政策を進めて、中央ア

ジア、東アジアにおいての熱量発生の低減も同時に経済政策と合致して啓蒙および推進し、持続

可能な社会政策を希望を捨てずに粘り進めて下さい。 

721E6 

この審査書案に反対します。（反対理由）東海村や水戸市など３０キロ圏６市村から、再稼働の

同意を得るとした新協定を締結しています。水戸市議会も６月に、「住民理解を得ないままの再

稼働は認めない」とする意見書を可決しており、同意が得られる見通しは立っていません。 原

電も今年３月、東海村や水戸市など３０キロ圏６市村から、再稼働の同意を得るとした新協定を

締結しています。 
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724E10 

福一の事故では、放射能汚染が隠蔽され、私たち日本人に知らされないまま福島では信じられな

い程の驚愕の汚染地に住民が避難しないまま住んでいたり、せっかく避難していた人たちまで、

支援を打ち切られ帰還をさせられました。関東東北の汚染を言わず、世界を騙してオリンピック

を招致した安倍政権と原発推進の関係者一味が逮捕されるべきであり、放射能汚染も健康被害も

なかったことにする詐欺集団を検察が徹底的に洗い出し、全て逮捕されるべき。原発は無くても

電気は足りていた。被ばくをしなければならない電気など日本の何処にもいらない。それでも原

発で発電するというのなら、原発を推進する人たちの資産で運営し、事故が起きた場合の保障賠

償責任もその方々で払えるものなのか計算してからに。本当に原発の電気を使いたい人がいるの

か？全ての電気利用者に聞く必要があるのではないでしょうか。 

725E8 

日本、他、世界の原子力発電は、もう必要ないと思います。プルトニウムを、ふやさないでくだ

さい。これまでに、出来たプルトニウムの最終管理ができない状態での製造は、許されないこと

です。決して電気料金は安くないです。危険が起こった時の逃げ道を考えて、再稼働することは、

危険が起こることを想定しているということです。こんな考えはあり得ません。(プルトニウム

の保管、管理にかかる、年月経費は計算できないと思います。)  しかし、現在あるプルトニウ

ムを自然に戻すための研究は必要だとおもいます。日本から原子力の火を消してください。 

725E17 

東海第二の再稼働には反対です。なぜなら複合災害時に関東地方が潰滅するからです。想像して

ください。例えば今 3.11 が関東地方で発生し、東海第二が被災し、放射能洩れを起こしたら、

どうなるでしょう。エアコンなしの上、水が放射能で汚染されたら酷暑の中何人なくなるでしょ

うか？これは原子力発電再稼働がなくても充分起こり得る想定内のことだと考えられないでし

ょうか？さらに言えば気温上昇は、世界中の広範囲で起こっています。これは被災した場合に世

界からの支援が以前ほど得られない、場合によっては日本独力で当たらなければならなくなるこ

とを意味します。現在は家やインフラがまだあるから対応できていますが、一度災害が起これば

人命を守るのもままならない。そのような時に発電所の事故対応まで手が回るでしょうか？私は

酷暑、水不足、今後の人口減少などを考えただけでも発電所の運営が滞り日本国を危機的状況に

追い込むことになるとと考えますので、東海第二の再稼働には賛成できません。このパブコメも

重要ではありますが、酷暑災害への適応対策と根本的対策である CO2 削減を早急に進めていた

だきますよう、よろしくお願いいたします。 

726E4 

日本原電・東海第二原発の再稼働反対です。また事故が起きれば、茨城や千葉など関東の農家や

漁業までも完全立ち行かなくなり、東京にも事故の影響が出ることになると思います。絶対に再

稼働せずに、日本は廃炉ビジネスの最先端を担って欲しいです。 

726E7 東海第 2 原発稼働しないでください。 

727E40 東海第二発電所は古臭いので廃炉にする。当たり前だ。 

728E28 

原子力規制委員会が言うように、その審査 ok は、科学的に安全だということではありません。

10 万年間、放射能の特殊管理が必要な原発は、公文書も改善してしまう日本人では、その管理

能力を超えています。この審査で原発再稼働をさせる役所の方々、組織の方々は、未必の故意の

殺人犯かと思います。反省して下さいませ。 

729E1 

私は柏崎刈羽の原発から 20 キロ圏内に住む者です。避難計画いより避難しなければならないほ

どの事故が起きれば、もう二度と帰れないことは福島の事故が示す。９６万人がすむ首都圏なら

ば更に深刻である。再稼働はとても認められない。 

729E6 再稼働は了承出来ません。 

729E26 
消費者の省エネ意識が高まってきているので、原発は必要ない。それに、企業が発電した電力を

市民が使えば、市民や企業から政府にたくさんのお金が入るようになり、日本が豊かになる。 

731E19 
破滅的な原発政策の実態を隠さず報道し、原発ゼロの自然エネルギー技術を推進して下さい。日

本には自然エネルギーも技術も豊富であり、これを推進しないのは愚かの極みです。 

731E31 

猛暑ですが”電力が足りない”わけではなさそうなので、東海大二発電所の再稼動になんの必要

性がない。未だに避難、仮設暮らしの方々が大勢いるなかでどういう決断になるにせよ納得のい

く説明をお願いします。私は再稼動反対です。 
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731E43 

先日の原発事故前は田村市で暮らしていましたが、放射能被害によりそこでの暮らしを諦めざる

を得なくなりました。そして移り住んだところが常陸太田市です。するとどうでしょう。今度は

東海原発を再稼働すると言われています。とんでもありません。何度も大きな事故を起こしてい

る東海原発が再稼働するなどとは考えてもいませんでした。これ以上暮らしをおびやかす原発は

絶対に再稼働しないでください。 

802E40 

私はすでに再生可能エネルギーの完全独立電源のみで事務所を運営しています。電気もガスも引

いていませんが、温熱環境も理想的で、普通にコンピューターやコピー機を使って仕事をして、

夜には風呂にもはいっています。もちろん減量代はタダ、ランニングコストはかからず、計算上

ではなく完全 CO2 ゼロを実現しています。海外の先進国の動きを見ても、これからは地産地消の

再生可能エネルギーを用いた、小規模分散型の発電所が主流になるのは明白です。経済メリット

がなく、古く危険な原発を動かしてまで、わざわざ電気をつくる必要はもうありません。もうい

い加減に目をさまして、私たちの子供たちに、明るい未来の日本を託す方向にシフトしてくださ

い。でないと、破滅の道へ突き進むのみです。 

802E108 

重大な原発事故がおきてもなお、古い原発を動かそうとする日本の未来が心配でなりません。私

はもう 60 才になりましたが、子どもも孫もいます。彼らにこんな原発のある国を残すことが心

配です。古い原発を動かそうと、仲間内だけの利益だけを考え、住民や国民のことを考えないひ

とたちが重大な決定をする。そういう人たちを選んだ国民。子どもたちが幸せに生きていけるの

か、心配でたまりません。どうか、原発を動かすのをやめてください。 

803E9 

原発要らない。どこにもいらない。再生可能エネルギーがいい。こんな安全で安いエネルギーは

他にない。原発は危ない。原発は高い。原発は人間にコントロールできない。原発は人権侵害。

原発は経済にちっとも役に立たない。原発は腹黒い人間のえさになるだけ。原発は日本をダメに

した。原発で死んだ人間は山ほどいる。原発は解体作業に入れ。福島を見捨てるな。福島を返せ。

土地を返せ。家を返せ。空気を返せ。子どもの遊び場を返せ。動物を返せ。人間の良心を返せ。

人間を返せ。生活を返せ。自由を返せ。幸福を返せ。全部原発の事故で失ったものを返せ。 

803E11 

地震大国の日本に原発は要らない。ましてや期限を延長してまで使うべきものではない。したが

って、日本にあるすべての原発の即時廃炉を要求する。福島の被災者から奪ったものをすべて返

せ。それができないなら、それに相当するもので補償しろ。 

803E16 

世界中の専門家から指摘されているように、原発は高価で危険。こんなものを期限を延長してま

で使う必要はない。われわれはそんな危険に身を置けない。電力会社と安倍内閣は全く信用でき

ない。そもそも人間にはコントロール不能なものがなぜ 50 基以上日本にあるのか。全部が停止

していた時だって電力不足は起こらなかった。国民を脅かすプロパガンダまで使って危険を煽る

な。知識の少ない単純な人間は騙されてしまうだろう。その罪は重い。福島の被災者にそのしわ

寄せがいくのだから。第 2の福島を起こすな。福島の事故で日本中がめちゃめちゃになった。そ

のことに対して誰もまだ責任をとっていない。こんな状態で、原子力を以前のように使えるわけ

はないし、さらに老朽化した定年の原子炉を使う決断などどこのバカにできるものか。停止して

いた原子炉を再稼働する危険性は継続して使うのよりさらに高いのに、どうしてそれをさせるこ

とができようか。我々を見くびるな。原発マフィアのために我々の生活を脅かすようなことはで

きない。原発断固反対。全原発即時廃炉。 

803E23 

実用審査部？審査もしないくせになぜそんな名称なのか。原子力規制委員会？規制もせずにただ

寄生しているだけなのに。つまり、名称を誤字で記載してしまったということか。それなら納得

がいく。福島の事故以来、原発の安全神話は真っ赤なウソだったとばれた。それなのに原発利権

の人間のために国民の生活を脅かし続けている。一体どんな神経をしているのか。それとも放射

線ですでに思考回路がダメージを受けて人間として機能していないのか。それなら納得がいく。

責任を取ることもない、被災者に謝罪も補償もしない輩に人間にコントロールできないものを扱

わせるのは不可能。国民の感情を無視して利権者のために無能な政治家を利用して原発を稼働さ

せようとする状態は見捨てておけない。原子力はあぶねえ。いらねえ。欲しくねえ。欲しいのは

再生可能エネルギーだけ。安心で安全で安価な再生可能エネルギーだけ日本にあればいい。すべ

ての原発を即時廃炉にせよ。 
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803E39 

事故が起こった時の謝罪も補償もせずに被災者を虐げ続ける原発とその利権者の利益のために

再稼働なんてさせない。そもそも日本は地震大国なのだから、原発があることがおかしい。住民

たちをだまして脅し透かして建設したすべての原発を今すぐ廃炉にしろ。事故が起これば税金を

使って事業をやり直すなんて汚すぎる。自分たちは金銭的被害を一切被らずに今まで通り続けら

れると思うな。被災者たちの苦しみに思いをはせて寄り添ってみろ。福島でボランティアしてみ

ろ。福島から避難している人たちの援助をしてみろ。謝っても謝りきれないことをしたことが分

かっているのか。すべての原子炉の再稼働絶対反対。そんなことができる人間はいないし、特に

日本の原発関係者には無理。その資格がない。直ちに解体作業に入れ。 

803E40 

利益は全部原発マフィアのもので、損害は全部国民の税金や利用者の料金に上乗せさせられる危

険で無用の長物の原発は要らない。日本全国にある原発を今すぐ廃炉にすることを強く要求す

る。 

803E43 誰も責任取るつもりのない原発やめろ。ゴミ屑原発いらない。 

803E55 

（４Ｐ 発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力） 原発のエネルギー構成上の問題と

事故の多発 東海第二原発はもはや電源として機能はしない 東日本大震災が発生したとき、東

京電力管内では計画停電が実施された。北は東通から南は東海第二まで全１５機の原発が運転を

停止したことで、大規模な電源喪失を来した。さらに火力発電所の多くは津波被害により稼働を

停止した。これにより東電管内だけで３０００万キロワット規模の電源が一瞬にして失われ電源

が不足すると考えられて計画停電が実施された。緊急対応として西日本や北海道からの電力供給

が図られ、可搬型ガスタービン発電機が大量に導入された。 その後、比較的被害の少ない火力

から順次復旧する。計画停電は短期間に解消されたのは、大規模な節電と迅速な復旧が大きく寄

与した。 問題は原発である。 福島第一原発事故の後、緊急安全対策などで定期検査毎に対策

を取る必要があったことに加えて、震災により停止した１５機に加え中越沖地震（２００７年７

月）で被災し停止していた柏崎刈羽原発２～４号機も動かせる状態にはなかった。震災は原発を

稼働不可能な状態にし続けた。 例え耐震性や耐津波性能が災害に勝り、原子炉の破損を免れた

としても、基準地震動程度の揺れでさえ原発敷地内外の重要設備に重大な損害を与える。 これ

らの復旧は程度によっては極めて困難であり、系統への再復帰を事実上不可能にする。 また、

重大な炉心損傷を起こさなくても、柏崎刈羽原発でも起きていたように放射性物質の拡散を引き

起こすので原発敷地周辺の住民には震災被害と原子力事故の複合的影響を受ける。 東日本大震

災により被害を受けた原発は、全て再稼働はしていない。重大事故を起こした福島第一原発１～

４号機の他、炉心損傷を受けていない５、６号機と福島第二原発は全て廃炉になり、女川も再稼

働申請をしている２号機以外は動かせるような目処は立っていない。東通は比較的震災被害が少

ないが、新規制基準適合性審査において敷地内に活断層がある可能性により、取水口の移動や耐

震性能強などの大幅な設備変更をしなければならず、こちらも２０２１年度（震災から１０年）

まで稼働できる状態にはない。 このように、大規模災害時、特に地震と津波が同時発生した場

合、影響範囲にある原発は電源設備として期待することは出来ない。最も電力が必要とされる時

に使い物にならない設備は、基幹電源設備とは言えない。 仮に東海第二が再稼働しても、最近

頻発している福島県から千葉県沖で発生する地震の影響で、頻繁に止まる（スクラムする）と思

われる。「地震加速度大」で停止した原発は何の損傷もなくても冷温停止後に安全点検を行い復

帰するだけでも一週間はかかる。この地域に予想されている大規模な地震の影響で、重大事故に

至らなくても２０年間も動かせない状態になることも高い可能性で起こりえる。 １００万キロ

ワット級原発が一年間稼働すれば１０００億円程度の利益を生むという。過大評価ではあるが、

逆に一年間止まれば同額程度の安全管理費用が掛かることは現在の原電の実情を見れば明らか

だ。稼働期間（率ではない）が半分だと利益と費用は同等程度になってしまうことを意味する。

さらに安全対策費用１７４０億円をかけたとしたら、稼働１１年と休止９年が損益分岐点とな

る。震度６程度の地震一つで損失超過となるだろう。一体何のためにやっているのだろうか。 

803E62 全ての原発は廃炉にすべき。再稼働なと論外 
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803E92 

福島が片付いていないのに、どうして他の原発を稼働することができるのか。福島の責任はだれ

がとるんですか。当時の菅首相に責任を押し付けて恥ずかしくないのか。自分たちは職務を放棄

して安全に安穏と暮らしているくせに、近隣の住民には知らせず、今でのきちんと情報を公開し

ていないような企業にどうしてこんな危険なものを任せられると思うのか。バカも休み休み言

え。東電に原発を運転させることはできない。それは福島の一件ではっきりした。原発を国民の

だれも望んでいないのに、なぜまだ原発にしがみつくのか。再生可能エネルギーこそ日本に最も

ふさわしいエネルギーであることはもう否定することはできない。汚染水、汚染土をまき散らし

て責任逃れをするのはもうやめろ。老朽化して引退予定の原子炉を再稼働するなど言語道断。さ

っさと倒産の手続きを開始しろ。日本中の原発は廃炉に。今すぐ廃炉にしろ。地震の多い日本に

原発は危険すぎる。責任も取れないくせに、利益だけむさぼるな。 

803E93 

原発事故から 7 年経っても終結さえできてないのにまた作るとか整備もされてなくて錆びてボ

ロボロの原発再稼働とかこの国を余程死の国にしたいようですね。そういう事は１年くらいでさ

っさと全ての後始末をつけてから言っていただきたい。寝言を言わず、また再生可能エネルギー

の開発の邪魔をしないで頂きたい。国という組織が邪魔をしなければ我が国はもっと技術大国に

なれるはずです。 

803E114 

福島の事故の後、世界中が日本の対応に首を傾げ批判的に見ている。なぜあんな目にあったのに

まだ原発を使おうと無駄な労力を使うのか。これが普通の人間の感想だ。それに対して我々は、

日本の原発利権、原発マフィアと頭の悪い世襲政治家たちの話をしなければならない。どんなに

日本人が哀れまれていることか。物事に正確で、まじめな日本人のイメージからかけ離れた様子

に世界中が唖然としている。そこまで日本人がバカなのかと信じられない様子で、日本との付き

合い方を見直す動きが見受けられる。こんなことをしていて日本のためになると考えているの

か。経済的な損失は計り知れない。安倍内閣になって日本はどんどん壊されていく。責任を隠蔽

し、逃れ、都合の悪い人間を罰する独裁国家に成り下がった日本で原発がまた事故を起こしたら

どうなるのか。福島の事故でもう日本は人間が住める場所ではなくなったのに、さらに被害を拡

大したいのか。いい加減に自分たちの過ちを認め、謝罪をしろ、被災者を補償しろ。7年もたっ

てもまだ旧ソ連よりひどい対応しかできない国が、先進国と呼べるのか。原発は人間にコントロ

ールすることはできない。原発は危険だ。原発は何より高いエネルギーだ。再生可能エネルギー

をどんどん日本に普及させろ。 

803E141 

原発は日本にも世界にもいらない、危険で高い制御不能なエネルギーなのは福島で明確になっ

た。根拠のない安全神話はもう通用しない。今まで国民をだましていたことを恥じ、許しを乞え。

福島の被災者たちに謝罪し、彼らの失ったものを補償しろ。いつまでも責任逃れにいそしみ、自

己保身をするな。見苦しい。全原発を廃炉にし、償いのために労力を使え。 

803E152 

原発で死んだ人間はいないとデマを流すな。何人死んだか分からないのが現実だ。福島の事故が

終息しないのにどうして他の原発の再稼働を許容できようか。危ない原発は日本に要らない。世

界にもいらない。そんなものと一緒に生活はできない。汚染された水、大地、空気をどうやって

元に戻すのか。新たな危険の種をまくことが本当に日本の将来にとって必要なのか。どう考えて

も原発は危険すぎる。そんなものは要らない。安全でコストの安い再生可能エネルギーにシフト

することを要求する。いつまでも原発にしがみつくな。責任も取らないくせに、偉そうに日本の

エネルギー政策を口にするな。罪を償え。福島を返せ。311 以前の日本に戻せ。全原発を廃炉に

しろ。 

803E161 

人間と原子力は共存できない。それが福島の後判明したにもかかわらず、現実を受け入れずに国

民を危険にさらすのはやめろ。もう原発利権者以外誰も原発の再稼働を望んでいない。原子力規

制委員会を名乗りながら、規制の職務を全うしていない機関にその判断をする資格はない。一層

のこと名称を変えたらどうか。原子炉の運転は一切認めない。ましてや定年間近の原子炉をルー

ルを変えてまで運転を再開する必要はない。日本の電力はこの猛暑ですら足りている。古い夢に

とらわれていないで、さっさと再生可能エネルギーのさらなる普及に尽力する方が国民全体のた

めになる。再稼働断固反対。全原発廃炉。 
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803E172 

もんじゅで使用済み核燃料の取り出しで相当な問題があるのに、どうして原発を再稼働する必要

があるのか。原発は人間にコントロールできない。どこかのバカが福島はアンダーコントロール

だなどと啖呵を切ったことをうのみにしている人間は世界中探したって一人もいない。こんな恥

ずかしい、旧ソ連にも劣る対応を先進国であるはずの日本で行われていることをどう考えている

のか。福島の被災者たちに謝罪と補償をしろ。これ以上地球を汚染するのをやめろ。汚染水を海

に流すな。汚染度を国中にばらまくな。福島のことを隠すな。オリンピックなんてくそくらえだ。

原発による人権侵害を続けるな。世界中から批判されているのに改善もせず、居直るな。卑怯な

日立、東芝、三菱、東電はつぶれてしまえ。これ以上我々の税金を投入するな。日本中の原発を

今すぐ廃炉にしろ。解体作業に入れ。罪を償え。 

803E187 

再稼働だなんて馬鹿な話を許せるわけがない。ましてや今年が廃炉の予定の原子炉だなんてもっ

てのほか。福島の事故で失われたものをすべて返せ。汚染のない大地、空気、人間、全部返して

くれ。それができなのだから、償いの意味を込めて全部の原発を廃炉にしろ。再稼働断固反対す

る。 

803E193 

福島の被災者たちは、事故から 7年経った今幸せな生活を送っているか。以前と変わりない暮ら

しをして居るか。農業、漁業を営む人たちは、以前と変わりなく仕事をし生活をしているか。そ

んな話は一度もきいたことがない。政治家と原発利権者たちだけが躍起になる再稼働に賛成など

できるわけがない。さっさと日本中の原発を廃炉にしろ。原発に未来はない。あの看板を外した

のがいい証拠だ。これからは再生可能エネルギーが日本の主力エネルギーになる。その邪魔をせ

ずに、原発全てを即刻葬れ。 

803E203 

日本中の原発を廃炉にすることを希望する。再稼働なんてありえない。避難計画も示せないくせ

に、原発利権の目先の利益のために我々の生活を危険にさらせるものか。国民のだれも原発など

必要だと思っていない。この猛暑でも電力が不足していないことが証明されている。もう原発神

話は通用しない。いい加減諦めてこれまでの無責任な経営を税金を使わずに建て直せ。福島の事

故の責任者を出せ。 

803E261 

その他福島第一原発事故で、私たちは原発の危険性を知ったはずです。福島の人々の苦しみをみ

てください。同じあやまちをくりかえすのでしょうか。「絶対な安全」などありません。茨城の

人々を泣かせないでください。運転延長はしないでください。 

803E278 

原発依存をやめてください世界の趨勢は脱原発と自然エネルギーと省エネです。原発延命から足

を洗ってください・原発ゼロに前向きに取り組んでください今ある原発は廃炉です。原発延命に

お金を使うことは世論の動きに逆行しています。 

803E287 
３１１時個でわかるように原発は人間がコントロールできるものではない。廃炉にもできない。

人口密集地の東海第２原発は危険なので動かしてはならない。 

803E296 

※前提、全般※ 原発は無くても電力不足などならなかったこの 7 年余、原発がほとんど動かな

くても電気は足りている。異常な暑さの今夏も東京電力管内の電力需給は安定しており、広域停

電の危険性はない。震災以前から、最も大きな停電を引き起こす原因は自然災害であり、その次

は系統損傷、火災事故などである。発電量不足による広域停電は 40 年遡ってもなかった。 震災

後には一時的に計画停電を行ったが、それでも三月中に限定され、その年の夏も停電は発生しな

かった。 東海第二があってもなくても電力需給に影響を与える可能性はない。 既に東電・東北

電管内は 7年近くも原発の電力は使われておらず、電力供給への寄与は想定してさえいない。電

力需給の観点からも東海第二を再稼働させる理由は存在せず、再稼働をするべきではない。 

803E318 原子力発電には反対です。 

803E326 事故があったら取り返しのつかない原発再稼動は反対 

803E337 

専門的な知識のない、一市民の意見ですが、福島第一原発の事故の収束もされていない今、世界

的にもこれｋらのエネルギー政策に原発に依存しないという方向性が出ているのに。原子力発電

所が再稼働することにはものすごく抵抗があります。３１１以後の世界情勢の中、規制委員会の

今回の許可に対して強い不信感を感じております。 

803E340 
国民の安全を守るため、即原発政策からの撤退を求める。東海第二原発の再稼働は認められな

い。 

803E341 事故が起きたら日本に住めなくなります。原子力発電は収束を希望します。 

803E359 原発いらない。 
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803E367 

原発は危険で放射性廃棄物を出し、高コストであるために、原発稼働に強く反対します。一度フ

クシマ並みの事故が起きれば、その近辺にもはや住めない、農業漁業できないということが、子

孫に対してどれほどの損害を与えているか。 

803E368 
福島の原発事故の処理もできないのに、危険な原発は、未来永劫稼働しないでほしい。東海第二

発電所の発電用原子炉設置変更許可申請は、反対です。 

803E375 

「原発再稼働に同意した自治体は、防災・避難計画が政府の原子力防災会議で認められ、また、

万一の事故時に、政府が「責任を持って対処する」などの口約束を取りつけている」その結果が、

この福島の現実だ。事故が起こっても、国も電力会社も、助けてなんかくれないのだ。これが廃

炉にすべき理由です。原発問題は技術な問題ではない。政治の問題だ。未来の世代に、クリーン

な日本を残せるかどうかのの問題だ。御社は１０万年後にも存続しているのだろうか？安全性が

１００％に出来ないことは異論はない。それこそが、原発を稼働させるべきではない最大の理由

だ。 

803E383 

人間が科学的，技術的にどんなに優れていても、地球規模での自然の猛威には勝てません。私の

故郷福島県川俣町山木屋地区は、原発事故で避難地域に指定され自然豊かな環境、住み慣れた家

を奪われ、家族は引き裂かれ、生きる力を失った一家の主婦は自ら命を絶ちました。核は人間の

命を奪い、平和な暮らしを奪う、人間とは共存は出来ません。憲法違反です。 

803E390 再稼働はありえないと思います。 

803E422 

先週、北海道余市で、毎夏、毎冬、行われている「保養」のボランティアをして来ました。２０

１１年以来、福島の相馬、いわきから、約２０名以上の小学生たちを、ほぼ無料で受け入れてい

る活動です。毎回毎回、苦労しながら、資金を集め、実行なさっている方たちを応援して来まし

たが、今回、自分も現場に行くことができました。農家、パン屋さん、酪農家、近隣の教育委員

会、カヌー運営の団体、小樽の市場、札幌のレストラン、お医者さん、本当に色々な人が、物や

寄付だけでなく、体と時間とお金を費やして、協力して、３週間、子供達を思いっきり、のびの

びと、放射能を気にせずに、過ごせる、その時間と場所を確保したい、その思いだけで続けてい

る活動です。おそらく、全国に、そういう人々がいて、ずっと続いて来た営みの一つです。放射

能汚染により、将来が、健康が、人生が変わってしまうかもしれない、という恐怖の中で、日々、

子育て、生活をしている人々が、たくさんたくさんいます。科学的な証明がなされていようがい

まいが、原発事故以来、人々の生活を奪ったことが、原発のありようであることは、事実だと思

います。２０名の子どもたち、まだ小学生、１年生もたくさんいました。その子達が、皆、なぜ、

こうやって、親や多くの大人が思いを寄せて、保養を続けているか、なぜ、そこに自分が参加し

続けているか、わかっていましした。現実を受け止めよう、その中で少しでも、希望を持てる生

き方をしよう、と、彼らはわかっていました。原発を再稼働する必要がどこにあるのでしょうか。

これだけの犠牲となった子どもたちを国土に抱えながら、なぜ、原発そのものを、まだ維持しよ

うなどど考える大人がいることを、子どもたちに見せなければならないのでしょうか。この猛

暑、テレビの大人は、「冷房をためらわず使ってください」と繰り返しています。原発無しのエ

ネルギーを確保できていること、これからは、その方向に歩みだしていること、明白です。原発

再稼働はやめましょう。 

803E423 

第５次エネルギー基本計画といい原発再稼働といい、日本はどうしてもっと前向きに変化できな

い国なんでしょうか？いくら経産省と事業者が仲良しといっても未来が現在の継続ではだらし

ない役人としか言いようがないもっと人間として未来はこのようにあるべきだから現状をこの

ように変えるべきという考えで原発問題を考えるべきではないか？スリーマイル、チェルノブイ

リ、福島以外でも、日本国内だけでも一歩間違えれば大きな問題となった隠れたシビア事故案件

があったはず原発や石炭火力といい加減さよならすべき時代ではありませんか 

803E425 

原子力はコストがかからない、地球温暖化防止には今の状況では再稼働させるべきという意見が

ありますが、一旦不測の事態が起こると莫大な費用と環境破壊などがあるのは誰もが分かること

です。もう原子力とは縁を切るべきです。今からでも遅くはありません。 

803E475 

原子力発電に反対します。早期に廃炉技術を確立へと進んで欲しい、それが願いです。高温高圧

の蒸気流体ならば、ガスコンパインドサイクルでも原発と同様に発電可能ですが、原発は解体不

可能な施設です。更にタービンがなければ電気を作れないのも同じ。原子炉から直接電気エネル

ギーを取り出せないならば、安全な発電を選ぶ。 



その他（WEB 投稿、郵送及びＦＡＸ） 

- E8 - 
 

整理番号 意見全文 

803E496 

今までずっと安全神話に騙されてきたけど、こんな危険なもの百害あって一利なし。即刻全原発

を廃炉にしろ。40 年で廃炉と決めたルールを変えてまで稼働する必要がどこにある。電力は再

生可能エネルギーのおかげで安全でクリーンなものを供給できるようになった。今後はこれをど

んどん伸ばしていくだけでいい。再生可能エネルギーの成長を邪魔するな。原発は無くても経済

は停滞しない。日本の経済が行き詰っているのは原発の稼働には関係がない。それをあたかも原

発によって左右されるかのようにプロパガンダを流布するのをやめろ。世界を見てみろ。イタリ

アはチェルノブイリで原発から手を引いた。オーストリアだって原発を使っていない。ドイツは

もうすぐ原発から手を引く。そんなドイツは原発大国のフランスに電気を供給している。原発利

権にしがみつく人間は、地獄に落ちろ。日本中の汚染を無いかのようにふるまうのをやめろ。も

う人の住めるような場所ではなくなったことを白状しろ。損害賠償ができないからといって、ま

ったくなかったかのようにふるまうことは、責任ある人間の姿ではない。故郷を原発事故によっ

て奪われた人々の苦しみが分からないのか。当たり前に外で遊ぶ機会を奪われた子どもたちのく

やしさが分からないのか。しかも健康を脅かされて生活する苦しさが分からないのか。そんな途

方もない甚大な被害を与えておきながら責任を取らずにいる上に、再稼働だなんてどの口がいえ

るのか。いい加減に全原発を廃炉にし、被害者に手厚い補償をせよ。謝罪せよ。許しを乞え。被

害者がもういいというまで謝罪をし、もう何もいらないというほど損害を賠償せよ。この世のど

こにも原発は要らない。いい加減にしろ。 
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なぜ必要無い物を 40 年で廃炉というルールを変えてまで再稼働する必要があるのか。危険なも

のを危険だと知りながら使い、事故が起こった際には未必の故意が成立する。福島の事故の検証

も、謝罪も、補償も何もしていないくせに、どうしてそんな発想ができるのか。検証をしていな

いから、今後事故が起こった際の対策なども全くできていない。原発による利権にしがみつくゾ

ンビたちはバカな政治家を使って経済がどうのこうのとうそをまき散らす。そんなウソに騙され

るのは一部の人間性の劣った輩だけだ。福島はアンダーコントロールだなんて、世界に向かって

大ウソを発信するような厚顔無恥な無教養な人間に独裁されて言いなりになんてなるものか。権

力にすり寄って責任を取らずに生活を続けている恥知らずの人間を裁け。被災者、被害者に余り

ある補償をしろ。謝罪をしろ。一体利権に絡む輩はどんな育ち方をしたのか。人間として恥ずか

しくないのか。子どものときにどんな教育を受けたのか。自分たちの子どもにどんな教育をして

いくのか。うそをつき続けて死んでいくのはそんなにいいことなのか。善良な市民にはそんな金

の亡者の考えは程遠く理解できない。日本中を。汚染し、それでも放射能は怖くないなどでたら

めを言って風化させるな。今後日本中が計り知れない問題に脅かされるのは火を見るより明らか

だ。毎日のように放射能による影響で人が死んでいるのを隠すな。直ちに日本中の原発を廃炉に

し、福島の事故の被害者に謝罪をし、補償を完全にしろ。責任を負え。故郷を追われることがど

んなにつらいか考えたことがあるのか。苦しみに思いをはせたことが一秒でもあるのか。チェル

ノブイリよりひどい状況にもかかわらず、チェルノブイリよりひどい対応しかされていないのは

日本の恥ではないのか。利権に絡む人間をリアクターの中へ送り込み、デブリの回収作業をさせ

たらどうか。かつてのソ連で愛国者たちが行ったように、事故の後始末をしてみてはどうか。名

前の入った石碑くらいは作ってやらないでもない。原発無しでは電力が足りないといううそを信

じる者がいるか。この猛暑でも停電にならないほど十分に電気はある。でたらめを言って騙そう

としたってそうはいかない。日本は再生可能エネルギーで十分やっていけるのだから悪あがきは

よせ。原発は必要ない。原子炉使用の延長は必要ない。廃炉作業に力を入れろ。被害者に謝罪と

補償をしろ。日本経済に原発は関係ない。原発が無くても経済は回る。経済が停滞しているのは

無能な世襲政治家が日本を牛耳っているからだ。そんなこと誰でも知っている。いい加減にし

ろ。原発は要らない。全部廃炉にしろ。 
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