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１、地震・防災、原発・エネルギー問題 
 

地震・災害への備え、防災対策 

 

▼84歳（夫婦とも）になる 2人住まいです。孤独死になら

ぬよう…現行団地の隣近所との交流は無きに等しいと思い

ます。何らかの対策が欲しい。外出は事故にあった場合の

交通手段「マヒ」が生じて家族の消息が不明、自分も家に

どういうルートで帰れるのか避難所の明示が欲しいです。

[麻生区・80代男性] 

 

▼住んでいる所が道がせまくなっていて、消防車などが入

りにくいとことなので火事が心配、原発はなくしてほしい。

[高津区・30代女性・主婦］ 

 

▼防災について。災害時の食料品、水などの備蓄状況を地

区毎に充実をはかり、住民に周知するべきである。原発に

ついて。政府原発事故調の発表並びに共産党が従来から

度々提起している様に事故原因の究明がなされていない段

階で、原発を再起動させるなどとんでもないことで絶対に

やめさせるべきであります。 

［麻生区・７０代男性・年金生活］ 

 

▼東京湾地震や立川断層の危険性が声高に叫ばれ、報道さ

れている中、湾岸地域や北部地域の防災への市の取り組み

が見えてきません。たとえば、小学校の教室や体育館など

の施設は避難所となることも想定し、冷暖房施設を入れる

などの他都市に先駆けた対策を取ってもいいのではないで

しょうか。［麻生区・40代・無職］ 
 

▼原発反対！ 地域の対策、避難場所などが分かりづらい。

何をどれだけ備えておけばよいかわからなくなってしまう。

［高津区・30代女性・無職］ 
 

▼地震に対する津波の予防、津波が来た時の避難場所の指

定！［高津区・50代女性・非正規］ 

 

▼被災後、電器や水道などインフラが復旧するまで自宅で

がんばることができるように備蓄していますが、配給を受

け取るのは避難所が先になり、自宅にいる人には配給がい

つくるかもわからず、受け取りそこねることが多いと、一

昨年の震災で知りました。市境に住んでいるため、情報が

入りづらいのではないかと不安です。町内会を通して連絡

が入るように、仕組みを作ってほしい。 産業を支援し、

市の税収をふやそうとすることも大切だが、原発を全廃し

ても必要な電力を供給できるように工業地帯の建物に太陽

光パネルをつけ、その発電量を市民に還元し、市民の電気

料の負担を少しでも軽くしてほしい。 

［中原区・40代女性・正社員］ 
 

▼今どきの生活の中で、地震等の時、生活ライフラインが

心配です。パニックにならないことを祈ります。 

［高津区・50代・正社員］ 

 

▼避難場所の確保と確認を。 

［多摩区・70代女性・年金生活］ 

 

▼青森方面であった地震がいつ来るかわかりません。青森

方面の地震でどうゆう物が必要かがわかったとおもいます。

それによって備えを強化してもらいたいです。［多摩区・80

歳以上男性・無職］ 

 

▼地震対策に万全を期してもらいたい。 

［宮前区・60代男性・非正規］ 

 

▼今年 4 月に引っ越してまいりましたものです。私事です

が、私の地元（福島県双葉郡浪江町）がいまだ帰れない地

域になっており、実家がない状態です。仮設住宅にて暮ら

す祖母や親せきを泊められるよう戸建てを購入しましたが、

地震の恐怖を忘れられずにいる祖母を呼ぶことが難しいで

す。よろしくお願いいたします。［宮前区・30代女性・無職］ 

 

▼今住んでいる住宅が、旧住宅公団の団地で、地区34年を

経過しているので、どの程度の耐震強度があるのか不安で

ある。最近多くなった震度 3 程度の地震が来ると落ち着か

ない。［麻生区・60代男性・公務員］ 

 

▼地球に生あるものとして地震、津波ほど恐いものはない。

我国予算で宇宙開発に莫大な予算を組み執行しているが、

必要性も分る。唯地球内部の地層の研究に予算が乏しい。

科学者の少ないのも一因だが、宇宙に金をまき散らすより、

もっと地層地質の予算を多額にして欲しい。3.11、原発問

題等により最近より痛切に感じる。 

［高津区・80歳以上男性・無職］ 

 

▼避難所が遠く、実際、大きな地震起きた際、悪路の中、1

㎞以上離れた場所まで、赤ちゃんや幼児、高齢者がたどり

つけるか非常に不安。近所にも高齢者が非常に多いです。

多摩高校を避難所に出来ないか？（現状は稲田中学校、住

まいは宿河原7丁目です。） 

［多摩区・30代女性・在宅］ 

 

▼防災対策が全く進んでいない！ 特に海が近く、住宅密

集地区は逃げ場が無い。学校も、その対応が出来ていない。

市が積極的に避難場所の確保を進めて欲しい。県の土地等

を買い上げ、防災をかねた子供の遊び場、スポーツ広場、

等々、多目的広場の確保は急務だと思います。 

［川崎区・60代男性・年金生活］ 
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▼うちは多摩川が近いのですが、地震 etc.がおきて多摩川

が逆流するかと心配です。年に一回でもいいので各家族に

「この辺は大丈夫です」見たいな冊子をくばって下さると

たすかります。少しは皆さんも安心するし、災害 etc.…役

立つし認識もすると思います。 

［多摩区・30代女性・無職］ 

 

▼地震防災について。看板などで誰にでも解かる様に道順

などの表示。基本セットの配布（都内では当たり前です）。

［宮前区・40代・無職］ 

 

▼自分の住んでいる所が、どのくらいの災害が起り、どの

くらいの備えをしたら良いか。どこへ避難したら どの様

な援助が受けられるのか 具体的な事が分らない。分かっ

たら足らない分の準備をすれば良いから。 

［宮前区・50代女性・会社員］ 

 

▼学校（公立）での震災対策がずさんである。地元の小学

校では校長が「学校にはお金がないので備蓄はしません」

と保護者会の場で発言していました。（H23.4. 久地小学校）

これを聞いて非常におそろしくなりました。 

［多摩区・30代女性・会社員］ 

 

▼宮城からひなんしてきました。実際、宮城にいる方が支

援がいいとはどうなんでしょうか? 川崎市はとてもいい

ところですが、もう震災のこと忘れられている気がします。

議員のみなさんはどのように考えているのですか? 

［多摩区・30代女性・無職］ 

 

▼災害用の避難地建物の指定を市政だよりに掲載してほし

い（津波避難建物）［川崎区・40代男性・アルバイト］ 

 

▼昨年の東日本大震災は大変なものでした。小学校・中学

校の体育館等が避難所になるケースが多いのですが、救援

物資が届くまでには時間がかかりすます。あるていどの物

資は避難所である学校に備蓄をしていただけるとたすかり

ます。［麻生区・60代女性・年金生活］ 

 

▼(地震）高津区ですが、隣の家は古い家です。区役所は一

件一件、家に対して、直すべき家は直してもらいたい。屋

根、その他、隣がくずれてきたら、隣接している健全な家

もたおれる原因になります。一軒一軒訪問して、川崎市の

公の資金を加えてまでもその古い家は直した方がよいです。

【コンテナ港・臨海部開発】はその資金にあててもらいた

いです。 （川崎港コンテナ―ターミナル拡張計画）絶対、

今すぐ中止にして下さい。もっとする事があるはずです

（1000 億円）。（川崎臨海部で大型開発）これも他に当てて

もらいたい。もっともっと費用を利用して、国民のために

使ってもらいたい（300 億円）。計画を実行するために今、

異常に生活が苦しくなると大変です。地震は必ず起きると

思います。そのために1300億円の費用が今あるなら、使っ

てほしいです。値上げで苦しいです。 

［高津区・60代女性・会社員年金生活］ 

▼天災は、誰にも同じに合ってしまうものであるが、その

人の生活の状態によって行政の対応がちがってくることは

許せない。［中原区・60代男性・年金生活］ 

 

▼実際にどこへにげれば良いのか分からないので、地震と

かあった時のため避難訓練が出来れば助かる。 

［高津区・30代女性・無職］ 

 

▼川崎市は大きな地震が来たら南部も北部も大きな被害が

あると思います。市の予算をまずその部分に大きく使って

ほしいです。川崎港などの大型開発は今は必要ないと思い

ます。耐震の建物、避難所が少なすぎるような気がします。 

［高津区・40代女性・パート］ 

 

▼必ずやってくる直下型地震。3.11 以降でも危機感は時間

と共に薄らいできているように思います。防災拠点となる

学校での備蓄充実だけでなく、防災教育（PR)にも力を入れ

るべきと考えます。［高津区・60代男性・自営業/農業］ 

 

▼防災の面については、自民党の国土強靭化計画にのって

も良いが、ムダ遣いをするやり方はやめて、ライフライン

やケータイ電波の非常時に使えるようにしてほしいし、東

日本大震災クラスの地震でも止まらない電車を作ってほし

い。［麻生区・20代男性・年金生活/無職/生活保護］ 

 

▼地震防災：地域避難所である王禅寺中央小学校、中学校

の改修工事が終了しましたが、3月時点では備蓄倉庫はなく

近いうちにおかれる予定であると聞いたが、どれ位の物が

用意されるのか不安を感じている。また昨年3.11に両親が

都内で働いていて帰宅困難者となり一人っ子の生徒を預か

ってもらえないかという相談があったと聞いた。当然先生

方も帰宅されるべきだと思うが、避難所にもなっているか

ら、何かできなかったのだろうかと思う。昭和音大も開放

され、ご近所と日ごろからの付き合いをしていればとは思

うが、ご近所と面識が薄い人もいると思う。以前は地区の

集まりがあり、（小学校）他学年との交流親同士の交流があ

ったが、学校側からの要請で何年も前より中止されている。

土日に開かれていたので父親の参加もたくさんあり、良い

行事だったと思っている。自治会ではそういった集まりは

なく、ご近所とは本当につながりがありません。何人家族

なのか、要救助の方がいらっしゃるのか、両親とも働いて

いる場合、転居してこられた方など何か交流を深める機会

を作れないでしょうか？ご高齢のご家庭も増えてきていま

す。［麻生区・50代・正社員］ 

 

▼子供達が多い学校等は早く防災対策を…。 

［川崎区・60代女性・年金生活］ 

 

▼【地震防災】川崎臨海部における防災対策は企業と市の

連携でどの程度の対策がとられているのか、住民に対して

情報をもっと公開してもらいたい。 多摩川の流域近くに

住んでいる人たちを他の場所で生活できるようなシステム

を考えてもらいたい。［川崎区・60代・会社員］ 
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▼地震への備えについて、食物アレルギーの子にも配慮し

た食品を用意しておいてもらいたい。 

［幸区・30代女性・無職］ 

 

▼地震、防災～原発廃止！食品の放射能検査！→市として

取り組んでほしい。大地震の際、停電及び計画停電で困っ

た。停電に対する対策をお願いしたい。停電時に使えるも

の（発電機、七輪等）も含め、防災倉庫をもっと狭い地域

ごとに設けて、隣近所で助け合って使えるようにお願いし

たい。［高津区・40代男性・自営業農業］ 

 

▼防災→市がいざという時、どんな対策、どんなそなえが

あるのか説明してほしい。［麻生区・30代女性・正社員］ 

 

▼防災に対して地域でバラつきが目立つので各地区で意識

を高めるための運動を進めるべき。 

［高津区・60代男性・年金＋アルバイト］ 

 

▼多摩川があって川崎港、三陸のようなことがあったとき

どうするのでしょう。年寄りは死ぬより仕方がないと思い

ます。高台がない、というよりあったとしてもそこまで行

けません。高層ビルの階段も登れません。我が家では災害

への備えもしていません。備えてあったとしても持ち出す

体力がなければどうにもなりません。いつ起こるかわから

ない災害に対して、備えられる余裕もありません。ないな

いづくしの年寄りです。長生きして申し訳ないと思ってい

ます。［中原区・70代女性・年金生活］ 

 

▼川崎市または麻生区でどれくらいの備えがあるか知りた

い。［麻生区・80歳以上・無職］ 

 

▼地震に備え防災対策を市民に分かりやすくして下さい。

［麻生区・70代男性・年金生活］ 

 

▼避難場所に一時的に食べられる食料があると安心です。

また、トイレや着替えなども少しあると、もしもの時に混

乱せずにすみます。［川崎区・20代・会社員］ 

 

▼【地震防災】原発廃止希望、災害後のライフライン復旧

を敏速にしてほしい。［川崎区・70代女性・年金とパート］ 

 

▼川崎市の市税も厳しい中、阿部市長がかかげる音楽の町

川崎と言って、川崎には似つかわないミューザなど立派な

建物を作りましたが、地震であっという間に崩れてしまい

ました。建築修繕すべて市民の税金からだと思います。も

っと地震に対してやるべきことがいっぱいあると思います。

市民に自信をもって川崎は安全だと宣言してから、ミュー

ザ修繕しても良いですが、我々の税金、市民に安全で生活

できるように使ってほしい。［幸区・60代女性・無職］ 

 

▼全て改善して欲しい。少なくともハザードマップ川崎市

版を発行してほしい（津波対策も）。 

［中原区・50代男性・年金生活］ 

▼防災訓練しようと計画しても、地区の人たちに連絡方法

が難しい。一軒一軒連絡する余裕などないはず。地区の人

たちは訓練訓練と言うが、各戸への連絡、また集合場所が

決まっても誘導する人はどうするか？考えれば考えるほど

難しくなってくる。１体育館で３地区の人たちが避難場所

として利用できるか否か大きな疑問です。 

［麻生区・７０代男性・年金生活］ 

 

▼地震が昨今気になるのに、建築基準法に適合していると

いうだけで、木密の住宅が新築されています。火災になっ

た時、近隣への日の影響は計り知れず、消火しきれ火が移

りそうで、本当に恐怖を感じます。基準法だけでなく類延

防止のため適切な距離というのも法律で決めてほしいです。

１ｍでは近すぎです。放射性物質は人間の手に余るものな

ので、将来に向けて原発はゼロにしてほしい。東電は税金

を投入されながら、値上げなんて二重に利用者に負担をか

けている。もっと切りつめてほしい。社長が天下りなんて

許せません。官僚から東電への天下りを認めるべきではな

い。［宮前区・50代女性・無職］ 

 

▼原子力による発電技術は、人類がいまだわがものになし

うる技術ではないと思います。原発と核兵器は地球上から

廃絶する必要があります。それを国際世論にするために力

を尽くしたいですね。地震災害に備えるために、建物の耐

震補強への助成を受けやすい制度をつくってほしい。 

［麻生区・80歳以上男性・年金生活］ 

 

▼【地震防災】地震が起きたとき、どこでどのようなこと

をしてくれるのか？できるのか？という情報が分からない。

インターネット・ＰＣができない家庭ではどうしたらわか

るのか？役所へ行く時間がないため、行くことできず、日

曜祝日は空いてないためいけない。［川崎区・２０代男性］ 

 

▼川崎市の防災対策を公表してほしい。 

［多摩区・２０代男性・学生］ 

 

▼震度の程度によっては、今の耐震設計で良いとは思えな

い。最悪の事態を予測するのが恐ろしい。コンビナート防

災の確立を！ 超高層ビルディングの規制を！ 

［川崎区・60代男性・無職］ 

 

▼【地震防災】画一的なものではなく、地域地域の特徴（人

的交流の場の強化、区内の大企業との責任分担など）をつ

かみ助成すること。自助力の啓もう等、特に地主、大谷な

どは井戸水（非常時）、庭の開放など。 

［中原区・60代男性・年金生活］ 

 

▼地震・原発、怖いとしか思いがありません。一生忘れる

ことはないでしょう。生活まで失ってしまう事です。日ご

ろから少しずつ備えています。 

［中原区・60代女性・会社員］ 
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▼大地震が発生するとのことなのに、大開発する必要性

は？これ以上自然を壊すのはやめてほしい。防災対策に費

用を備蓄しておいてほしい。本当の日本をみんなで守ろう。

［中原区・70代女性・無職］ 

 

▼防災に対しての市の対策、広報が少ない。 

［宮前区・70代男性・年金生活］ 

 

▼要望①原発には断固反対の立場を貫いてほしいです。②

災害対策についてはさらに予算措置をして強化してほしい。

［中原区・60代女性・無職］ 

 

▼地震災害の備えについて公共機関から広報誌が出ている

が、内容が多すぎて把握しづらい。要点だけ集約したもの

ができればと思います。（例えばＡ4 番裏表ぐらいで地震が

来るまでに備えておくこと、最中にやること、収まってか

らやることに分けて） 

［宮前区・80歳以上男性・無職］ 

 

▼地震などの災害時、地域ごとの防災用品はどのくらい備

蓄しているのか知りたい。自分たちでの準備には限界があ

る（家も狭いし、お金もかかる。期限切れになってしまう）。

［中原区・50代女性・非正規］ 

 

▼避難所が現在白鳥中学校となっていますが、大地震での

避難の場合、小田急多摩線をまたぐ駅舎または、橋をわた

りますが、強度は大丈夫か、小学生は栗木台へ通学してお

り、子どもだけの避難の場合心細いかも。 

［麻生区・50代男性・会社員］ 

 

▼震度 5 強で壊れたミューザですが、結局設計ミスだった

のでしょうか？住民税の増加はこの修理代の影響もあるの

でしょうか？［川崎区・40代女性・無職］ 

▼地震・津波などの自然災害への備えは万全にしてほしい。

［多摩区・70代女性・年金生活］ 

 

▼防災対策、市は真剣に考えてほしいです。 

［中原区・60代女性・年金生活］ 

 

▼栗木台小学校が避難場所になっているが、実際の災害の

時に、本当に挑発するのかどうかが不安です。災害時用の

井戸の設置、下水を利用した臨時トイレに転用できるマン

ホールの設置、雨水貯留槽地の設置。体育館や教室を利用

するときの防寒対策設備用品。本当に避難所として利用に

値する状況になっているのか否かの点検と住民への周知が

必要です。 

［麻生区・60代男性・年金生活］ 

 

▼地震・防災については、歴史上の総ての資料を精査して

対策を検討してください。先行投資も必要ですが、充分に

精査を願います。［多摩区・70代男性・無職］ 

 

▼とにかく住民の安心安全を守る行政を望みます。特に地

震防災は起きないうちに対策を立てるべきです。 

［中原区・70代女性・自営業］ 

 

▼過去の災害への教訓。防災対策への完璧な体制。日ごろ

の点検。災害発生時の万全の備え。 

［中原区・70代男性・無職］ 

 

▼鹿島田に防災センターがほしい。市住の跡地に。 

［幸区・７０代・年金生活］ 

 

▼地震の防災対策に配慮して欲しい。 

［中原区・30代女性・会社員］ 

 

▼地震、災害、いつ起こるか歩いているとき、買い物、そ

の時に何かわかりやすく近くの眼に入る所に避難所がある

といいですね。［宮前区・60代女性・年金生活］ 

 

▼各団体等のあまりにも多い備えへの情報で混乱する。各

自必要な立場からの備蓄をはじめ、最小単位で何が必要か、

また連絡先についても大きな災害時にはつながらないこと

が多いので、身近な連絡先だけで良いのでは？原発は絶対

に不要。［多摩区・60代女性・無職］ 

 

▼私は 1 人でいます。地震の際にひなん場所まではとても

いけません。その時はどうしたらいいのでしょうか。 

［多摩区・70代女性・年金生活］ 

 

▼大きな備えというより、学校、保育園、幼稚園に必ず 1

人は地震・防災・津波の知識を持った人がいてほしいです。

災害はいつどんな規模で起こることかわからないので、せ

めて自分たちで判断できない子どもたちがいる学校などに

はそういう対策を取ってほしい。 

［川崎区・30代女性・正社員］ 

 

▼津波の対策など心配です！ガスタンクの火災などの備え

はどうか？［川崎区・50代女性・自営業］ 

 

▼大震災を見て行政には頼れないとわかり、自分の命は自

分で守るしかないと思い、1週間分は最低水や食物を各自備

蓄しなければならないでしょう。直下型が来れば、道路が

閉鎖されて脱出ができなくなると聞いて不安（まあ車でみ

んなが脱出しようとすればマヒするでしょうがどっちみ

ち）。神奈川には原子炉が大学などを含め３つ４つあり、そ

の安全性はどうなのか、地震に耐えられるのか不安。 

［幸区・40代女性・無職］ 

 

▼保育園等で災害（地震）があった際、基本的には避難所

までいかず、建物が大丈夫だったら待機するとのことだが、

2次災害として、家事や津波などの場合の避難などの対策を

きちんとしてほしい。 

［中原区・40代女性・公務員］ 
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▼地震等への備え、幼稚園の費用が高い－に関心がありま

す。改善していってほしいと思っています。 

［高津区・30代女性・無職］ 

 

▼【地震・防災】避難場所が少なく、また場所は安全なの

でしょうか？［高津区・60代男性・嘱託］ 

 

▼【地震・防災】川崎コンビナートの災害時における対策

がきちんとなされているかが心配。震災時に火災が起こっ

たとき、内陸方面へ延焼しそうになった時の対応は万全な

のか。［高津区・70代男性・自営業農業］ 

 

▼マンションの地震対策など心配です（古い建物だから）。

［多摩区・70代・年金生活］ 

 

▼【地震防災】どこにどれ位、どのような備蓄があるのか

不明。避難などもっと小単位（20 世帯位）での連絡、連携

法など考え、徹底してほしい。 

［多摩区・70代女性・年金生活］ 

 

▼耐震工事の補助を多くしてほしい 

［麻生区・60代・年金生活］ 

 

▼コンビナート火災がひじょうに心配。 

［川崎区・30代女性・非正規］ 

 

▼障害者や高齢者の中には一人で避難所に行けない人、そ

こでの生活が困難である人がいると思います。私自身は避

難することをあきらめていますが、不安を持っている方は

多いと思います。小さいお子さんを含め、体力的に大変な

人たちにとって、という視点を大事に考えていただきたい

です。［川崎区・40代女性・主婦］ 

 

▼木造住民の耐震改修助成金予算、抜本増額して市民への

制度の普及啓発を求めます。申請書をもっと簡単にお願い

します。［幸区・70代男性・年金生活］ 

 

▼川崎区の防災に対しての不安が大きい。地震。津波、コ

ンビナートの火災等、防災どの様になっているか発表して

ほしい。［川崎区・60代女性］ 

 

▼地震はどの時か中学校が避難場所になっていると思うの

ですが、全校ではないと思います。指定校とそのイザと言

う時に学校の門はすぐ開くのでしょうか？年寄りをかかえ

ている為どこにもにげられないと思います。どこのだれに

連絡をすればいいのでしょうか 

［川崎区・60代女性・正社員］ 

 

▼旧「建築基準法」によって建てられた我が家ですが、耐

震対策するお金がありません。私の様な老人はみんな困っ

てます。［高津区・70代男性・無職］ 

 

原発・エネルギー問題についての意見 

 

▼原発は０にしてほしい。昨年（今年もだが）どれだけ多

くの人が原発事故で苦しめられ、大変な生活をし、不安を

感じたか。政府はお金＞命、で突き進んでおり、経済界の

方ばかり気にしている。経済は大切だが、国民あってのも

のということを忘れすぎていると思う。 

[高津区・30代女性・会社員]  

 

▼原発をなくしてほしい。[高津区・40代女性・会社員] 

 

▼原発は危ないので、すべての原発を廃炉にしてほしい。

東京電力は相手の言い値でエネルギーを買うのではなく、

値引きをしてもらって買った方がいいと思う。太陽光発電

などの電機は、地産地消をして余ったら蓄電池などにため

ておいて、いざというときに使うようにするといいのでは。

東京電力等の電力会社に売ると、みんなの電気料金にその

分のお金が取られるのはおかしいと思う。東京電力等の電

力会社の資産で発電した電力は買ってほしい。みんなから

徴収すべきでないと思う。電気料金に上乗せしてほしくな

い。 

［麻生区・５０代女性・無職］ 

 

▼原発は絶対に動かしてはなりません。政治に戦争用語を

使うのはやめてほしい。 

［麻生区・７０代女性・無職］ 

 

▼原爆を落とされた国がどうして原発を作ったのか、解り

ません。理解に苦しみます。 

［麻生区・７０代女性・年金生活］ 

 

▼原発：最終処理方法も確立していない原発は、どんな理

由があっても辞めるべきです。現状だけに目を向けず、２

０～３０年先のエネルギーについて、早くシフトを切り替

えて欲しい。 

［高津区・５０代女性・自営業とパート］ 

 

▼川崎市は原発があっても甘い汁は吸えないので無い方が

良い。国民全体で考えたらデメリットしかない。 

［高津区・３０代男性・正社員］ 

 

▼原発反対です。〔電気が必要＝原発が必要〕この考え方が

全く理解できません。高木仁三郎先生の本を読んでほしい。

［高津区・40代女性・非正規］ 

 

▼原発は即刻廃止、代替エネルギー開発へ。 

［麻生区・50代女性・家庭教師］ 

 

▼原発について：電気代高くなってもやむを得ないので、

原発はすべて廃止してほしい。早く代替エネルギーに切り

替えてほしい。［麻生区・30代・正社員］ 
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▼原発はゼロにしてください。再稼働は絶対反対です。 

［高津区・60代女性・無職］ 

 

▼原発の廃止とエネルギー政策。 

［高津区・60代男性・会社員］ 

 

▼原発は制御できないものをやるべきではない。終わった

後も放射能がなくなるのに何百年もかかるその間にも何が

起きるかわからない。その間の費用も莫大です。東北のゴ

ミの受け入れをなんだかんだ言って拒否しているが、検査

して放射線がなければどんどん受けるべきです。明日は我

が身かもしれません。絆はどうしたのか、一部のわけのわ

からない人たちのために自分勝手すぎる。恥知らずです。

ゴミを減らすばかりではなく、火力発電の増強に持ってい

くべきです。そのための投資は結構です。 

［高津区・70代男性・年金生活］ 

 

▼昨年の地震の後、出身の大阪に引っ越したいと思いまし

たが、日本全国沖縄以外どこにでも原発があることに気づ

き、行き場をなくした気がしました。原発をなくし、他の

エネルギーで暮らしていけるようにしてほしいです。 

［麻生区・50代女性・無職］ 

 

▼原発の再稼働は、反対です。福島のような事が発生した

ら、食する物がなくなり、ゼッタイ反対です。 

［高津区・80歳以上男性・年金生活］ 

 

▼原発は全て廃炉にして欲しい。自然エネルギーに替えた

い。子育てしやすい環境を作って欲しい。 

［麻生区・50代女性・会社員］ 

 

▼原発がこわい地震国日本。原発に変わる物を考える時で

ある。少々の不便は我慢します。 

［幸区・60代女性・年金生活］ 

 

▼原発については、将来に無くしていく方向で進んでほし

い。日本経済を考えてただ単に原発を反対を叫んでも国の

経済発展を考える必要がある。原発に代わるべきものを早

急に国全体で考え研究推進をしてほしい。 

［宮前区・70代男性・年金生活］ 

 

▼原発再稼働が実施されているが、実績を作って次々と再

稼働へと向かっていこうとしているのだろうが、「安全対策

は 3年後」とか「4年以内には防護壁が完成するから良い」

としているが、4年以内に津波は絶対に起こらないのか？大

地震は絶対に起こらないのか？もしもの際には首相が「責

任を取る」と断言しているが、死者○万人とか○十万人の

被災者の前で切腹したところで事態は何ら改善しないと思

えるが、首相は何をもって「責任を取る」積りなのだろう

か？首相在任中にもう僅かに地震・津波が起きたりしない

とたかをくくっているとしか思えないのだが…。 

［麻生区・60代男性・年金生活］ 

▼脱原発ができない今の状況に危機感を覚えます。市民運

動によるデモが続いていることに市民感覚の正常さは認め

られますが、声を聞く政治ができていない。経済団体のト

ップレベルが落ちている現状と合わせ、大局的な視点で見

られる市民社会を創出すべきと思います。 

［高津区・60代男性・非正規・自営業］ 

 

▼大都市で電力を多く使う自治体は、自力での電力確保

（100％近い）を数年中に行うべき。神奈川は山、海、川に

恵まれているので、有識者やその道のプロフェッショナル

が集結すれば実現できる。工場跡地、使えば？ 

［高津区・30代女性・無職（子育て中）］ 

 

▼原発はすべてやめる事です。子供、孫、そして子孫代々

まで影響し、美しい日本の国土をダメにします。目先の利

益にとらわれてはいけません。十年、五十年、百年…先の

ことを思うこと。戦前・戦中・戦後・そして今も、政治家、

官僚、大企業はうそつく、ごまかす、責任取らず。唯一の

原爆国が自ら原爆と同じ原発事故を起こし、その原発を輸

出しようと考える。世界の笑いものである。共産党は早く

から脱原発です。先頭に立って脱原発を実現して下さい。 

［高津区・70代男性・年金生活］ 

 

▼原発事故は完全な人災だと思います。日本列島は３．１

１の地震、津波は当然予測出来ていたはずです。今回の事

故をふまえてもっとしっかりしたものを作り、再び再開で

きる様にがんばって欲しい。又、原発以外のエネルギー源

も同時に開発して欲しい。拡張計画だの大型開発に大金を

使う前に一般市民の為になる身近なものに税金を使って欲

しい。［宮前区・70代女性・年金生活］ 

 

▼原発については 脱原発の姿勢を鮮明に打ち出し、党是

として真剣に取り組んでほしい。これは日本国民の生活に

関わる問題であるから、経済など国民が死んでしまったら

成立しない。原発事故のため、日本経済は大変な損害を被

った。原発をなくし、食べ物にも 空気にも 不安を抱か

ない 普通の生活をさせてほしい。 

［高津区・60代男性・無職］ 

 

▼原子力発電は危険なので、漸次減らしてほしい。日本は

地震の多い国なので不安です。福島の様になってからでは

遅い。再度このようなことが起きましたら、国民は国土に

住めなくなる。［宮前区・60代男性］ 

 

▼私は88才に成りますが戦時中の事を考えれば 多少の所

は辛抱出来ますが 将来の市を考えれば原子力発電は此辺

で止めて 日本には大きな河川が日本国中に有るので 此

の河川を利用すれば電気は十分たりつと思います。水力発

電をどうして考えないのか 日本の政府の方々にお聞きし

たい これまで書けば 偉い日本の政府の方々は 後は云

わなくても理解できると思います。日本の将来の事を考へ 

是非此の辺で原発は止めて下さい。［中原区・80歳以上男性］ 
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▼脱現発を実現し、被災地を支援しましょう。 

［麻生区・50代男性・公務員］ 

 

▼原発の今後の核燃料廃棄物の増加と現在の54基が廃炉に

なる時のことを考えると、今すぐ原発を 0 にしなければな

らないと思う。エネルギーはクリーンでも、残るゴミが多

すぎる。このままでは日本に住める場所がなくなる。 

［高津区・40代女性・無職］ 

 

▼原発について、目標が見えない。低コストと云うけれど

今回の事故で孫子の代迄、その先迄も保障していかなけれ

ばならない事、とても高い物だと云う事が良く解かったと

思う。1日も早く、代替エネルギーにする事を目確に（いつ

迄に）しないと、今の野田さんは、信用されないと思う。 

［宮前区・60代女性・年金生活］ 

 

▼原発は絶対反対です。［高津区・60代女性・年金生活］ 

 

▼原子力発電は徐々に削減。将来は“0”にすること。※原

発についての“問”がないのが残念。代替として太陽エネ、

自然エネ、蓄電などの開発に力を注ぐことが重要。 地域

ごとに地盤の軟弱度、地震に対する安全度など、明確にし

てほしい。市民に対し判り易く広報を通じて説明してほし

い。［多摩区・70代男性・年金生活］ 

 

▼原発反対です（子どもがいるので不安） 

［高津区・20代女性・正社員］ 

 

▼原発について… 原発によってうるおう人達がいて、そ

の人達の生活がある、というのも理解できる。でも自分達

のことだけではなくて、子供達、孫達、そして次の代…。

今だけじゃなくてずーっと先のことや地球のことを考えた

方がいいと思う。 

［高津区・30代女性・無職］ 

 

▼すべての原発の再稼働に反対します。原発は廃炉にすべ

きです。共産党は頑張って下さい。次の選挙に期待してい

ます。［麻生区・60代男性・無職］ 

 

▼地震の多い日本で原発が存在することがおかしい。原発

にかかる費用（燃料、交付金、維持費、地震津波対策費、

廃炉費等）を自然エネルギーの開発に回し、日本の技術を

結集すればエネルギーの転換は近い将来可能なはず。その

ための値上げなら許せるが、いまのままの値上げは許せな

い。人件費、原発処理費用等 削れるものはもっとあるは

ず。［川崎区・50代女性・非正規］ 

 

▼原発は絶対反対です。近頃の日本はどうなっているのか、

と思う毎日です。国の内外の危機感も何も感じられないよ

うな国会・議会の様子をテレビで見るだけで、何と平和な

国だろうと、あきれております。何も出来ない自分にもで

す。［川崎区・70代女性・年金生活］ 

▼原発を全て廃炉にしてほしい。子供は今現在でも外で遊

ばせたりしたくないと思っています。砂場などで遊ばせた

いけど、ホットスポットかもしれない、未だに収束しない

ので、いつ放射能がもれてもおかしくないと思うからです。

政府は情報はいつも何ヶ月後かになって発表したりするの

で信用できません。引っ越したくても主人の仕事の都合も

ありできません。子と2人移住も考えましたが、2重の生活

費がかかりやっていけません。学校の給食は小学校も廃止

してほしいです。皆と一緒のものを食べるのはその子の体

調にあっているか疑問です。給食にしたい人だけ払うとい

う制度がいいです。そうすれば未納もないと思います。ア

レルギーのある子や穀物菜食をしている人にとっては給食

はとても問題です。弁当持参も上の子は小学校で拒否され

ました。食べ物の放射能汚染も気になります。 消費税増

税の件ですが、官僚の天下りを全てやめさせて、原発のも

んじゅにかけてる税金もなくして、他のむだづかいを見直

してそれでも足りないならということにしてほしいです。

でも食料は5％にしてほしいです。電気は東京電力からだけ

でなく他のエネルギーから一般家庭も自由に買えるように

制度をつくってほしいです。原発に反対しているのに東電

にお金を払うのは我慢なりません。 

［高津区・20代女性・専業主婦］ 

 

▼共産党は原発設置当初から反対していたので、私は支持

して来ました。今まさに声を大にして原発の再稼働反対を

となえるべきと思います。もっと共産党は自信を持って国

を守る運動をして下さい。子孫の代まで使用済み燃料を出

し続けなければならない事を国民に伝えるべきです。どう

ぞ頑張って下さい。常に市民の味方となってご活躍下さい

ます事を期待しています。［多摩区・70代女性］ 

 

▼マンション内での話し合いで、災害時、市からの物資は

あてにできないので、マンション内でたくわえる必要があ

ると言っていました。［宮前区・30代女性・無職］ 

 

▼地震が起きた時の原発事故が恐ろしいです。資源のない

日本ですが太陽に守られた日々、ビル・マンションの屋上

の使用されていない所への太陽発電機の設置を義務づける

事は出来ないのでしょうか？ 

［麻生区・70代女性・年金生活］ 

 

▼原発は絶対に反対です。国民・市民レベルでの議論が、

これ程の大問題なのに、起きない（ネット上やデモありま

すが）おかしい。組織的な形での運動を起こせたらと思っ

ています。 市古てるみさんの通信、いつも全て拝読して

います。地域に密着しての真摯な姿勢にいつも感銘を受け

ています。これからもがんばってください。 

［中原区・30代女性・非正規］ 

 

▼原発―現在の技術では制御不可能な問題（特に核廃棄物

の処理）に関しては、即中止し、課題の前に謙虚であるべ

き。［中原区・70代男性・年金生活］ 
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▼原発はトイレなきマンションの通りだと思います。技術

と智恵で原発無き社会を作れないでしょうか！ 

［高津区・60代男性・年金生活］ 

 

▼公共料金（東電特に!!）自分自身の失政で広範囲にわた

って人々を苦しめ、責任を利用者におしつけるのは許され

ない事。国も市町村も声に出してはっきり意見することが

必要［高津区・30代男性・会社員］ 

 

▼福島原発があり、日本全土に数十ヵ所に原発があった事

を知り、政治の動きに気付かなかった事、誘致した市町村

のみに金が下り全国民に知らされなかった事に怒りを覚え

ます。8月15日に敗戦、67年も迎えましたが、もっと早く

に「陸海空軍の参謀者達は個々には 6 月の段階で戦いを終

わりにしたい、しかし言い出しかねなく」誰も責任をとら

ず沖縄戦、広島、長崎の原爆投下、天皇も誰も責任を取ら

ず、今の原発事故後も会議の記録すら残さず、国も東電も

責任をしっかり表さず、先の戦争と同じと政治評論家が言

ってたが、まったくその通りでいつも国民の犠牲の基にア

グラをかく上層の人たちに一打したい！ 

［高津区・70代女性］ 

 

▼原発について…再稼働に反対。代替エネルギーに転換す

べき（クリーンな）生活、経済等、支障があっても。◎Atomic

に依って、敗戦そして、再び福島原発事故。歴史を検証こ

そして学ぶことのなかった私。疎かな尽で終わりたくない

と考えるこの頃です。 

［宮前区・70代男性・年金生活］ 

 

▼原発問題について ①野田総理は消費税の論拠について、

次世代に“ツケ”をまわさないと言っているが、原発の危

険こそ次世代に恐怖をまわす事ではないのか? 

［多摩区・70代男性・年金生活］ 

 

▼原発は全部止めてほしい。 

［川崎区・30代女性・主婦パート］ 

 

▼災害大国日本には、原発は危険。安全、安心なエネルギ

ーにかえるべき。［幸区・60代・公務員］ 

 

▼原発はいらない。節電といわれつつ、市バスの中はいつ

も寒いくらいだった。［高津区・50代女性・会社員］ 

 

▼原発はドイツの様に、先ず20年後に全廃することを決め、

代替エネルギー開発に最大限の努力をするのが良い。この

間、古い原発、危険個所の原発は計画的に順次止めていく。

［高津区・70代男性・年金生活］ 

 

▼23年3.11地震、原発は基本的には反対である。速くゼロ

は無理で、10年後ゼロにする。 

［多摩区・70代男性・無職］ 

 

▼原発の撤回を求めます。 

［麻生区・70代男性・年金生活］ 

 

▼原発を日本から全部なくしてほしい。 

［麻生区・80歳以上男性・年金生活］ 

 

▼原発は全部中止にしてほしい。 

［川崎区・80歳以上男性・年金生活］ 

 

▼阪神大震災があり、私の生存中に大地震はないだろうと

安心していたら昨年の大地震、しかもその後は決断層がど

うのこうのと研究が進み、安心できなくなりました。私は

電力技術者として発送配電に関係したので、今回の原発不

振では少しは考えました。原発は人類には制御できない方

式の発電だと確信したのです。機械は完全にコントロール

できなければ必ず事故を起こすのです。自動車事故は必ず

コントロールできなくて起こるのです。最終的には機械は

全て人間がコントロールするのです。自動装置というもの

はありません。最たるものが原子力発電所なのです。技術

がいくら進んでも、これは真理です。 

［高津区・80歳以上男性・年金生活］ 

 

▼原発から再生エネルギーに転換すること。 

［高津区・60代男性・年金生活］ 

 

▼早急に原発ゼロに！！［宮前区・70代男性・無職］ 

 

▼東電の電気料金値上げ反対。原発の再稼働は反対である。

［宮前区・70代男性・年金生活］ 

 

▼原発はやはり反対です。コントロールできない物には手

を出すべきではないと思っています。 

［多摩区・50代女性・パート］ 

 

▼原発は絶対いらない。［中原区・40代女性・会社員］ 

 

▼原発は目に見えないだけにほんとうに恐怖だと思うので

絶対に反対。なぜこれ以上増やす必要があるのでしょう。

ましてこんな不景気な時代に。［中原区・50代男性］ 

 

▼原発は大東悪(?)戦争と全く同じに見える。嘘を言ってい

る間に、最後には全人類の滅亡となりかねない。大飯を許

したことが第一の失敗だった。第二の失敗はそれを外国に

まで売り込もうとしていることだ。日本軍は何を考えてい

るのだろうか？私は原発０を望んでいる。 

［中原区・７０代男性・自営業農業］ 

 

▼原発について…日本に原発はいらないと考えます。国や

推進賛成の人が理解できません。「核のゴミをどうするんで

すか！」原発事故は終わっていないし、原発を動かすなん

てどうしてでしょう。［宮前区・50代男性・無職］ 
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▼原発はいかなる理由があっても、一度爆発したら命も国

土もすべての物を失ってしまう。絶対に反対です。 

［高津区・50代女性・主婦］ 

 

▼【地震防災】原発は0にした方が良いと思う(健康を破壊

される恐れがあるため)。［多摩区・40代男性・公務員］ 

 

▼（原発について）今の社会にとって必要だということは

分かりましたが、今回の福一事故のように万が一の事故が

起こった時に一年かけてもなお危険な状態が続き手を付け

られない。そんな物を今後も使うのはリスクが高すぎる。

今いる幼い娘たちが、将来母親になるころに影響が出るの

ではと本当に心配。どこまで信じて良いのか分からず、外

遊びの機会が減っている。［宮前区・30代女性・非正規］ 

 

▼【地震防災】原発は即ゼロ 人間の使いこなせない原子

力からは早く手を引く。［多摩区・60代男性・年金生活］ 

 

▼広島・長崎があったにもかかわらず、稼働させてきた原

発。そこがそもそも？！経済成長も良い事でしょうが、も

っと大切なことをずっと置き去りおざなりにしてきたと思

います。「みんな違ってみんないい」他人を尊重し自分を尊

重できる社会は、はきちがえた民主主義経済至上主義では

できません。［麻生区・40代女性・非正規］ 

 

▼日本から原発をなくすのが当然だと思います。 

［多摩区・60代女性・主婦］ 

 

▼20代専業主婦、3歳と1歳の子どもがいる4人家族です。

原発問題も、これから生きていく子ども達の為にも早く解

決してほしいと思っています。［川崎区・20代女性・無職］ 

 

▼原発は将来的には廃止にした方が良い。代替エネルギー

の開発に力を注ぐべき。［幸区・40代女性・無職］ 

 

▼原発反対をすすんでください。 

［多摩区・70代女性・年金生活］ 

 

▼原発は子供達の為にやめるべきだ。 

［高津区・30代女性・主婦］ 

 

▼川崎市もセシウムやストロンチウムで汚染された被災地

です。多摩川河口の汚染は特にひどいというデータがあり

ます。大飯原発の再稼働をやめさせ、他の原発も即座にゼ

ロにする方向にしてほしい。そして、関東地方の汚染状況

と健康被害について、持続的な調査が必要です。 

［高津区・30代男性・自営業農業］ 

 

▼色々有りすぎて今回の災害を元に1つ1つ対策する。 原

発もある面では大切ですが、（事故があり）手本となったと

思う（水力、風力）への切換が必要では。 

［高津区・60代男性・年金生活］ 

▼原発について、再稼働して使用済み核燃料をさらに増や

していく、この無責任政策は絶対に許せない。現存する放

射能物質の処理方法も確立していない。プルサーマル計画

も実現不可能な中で、莫大な税金を投入し、国民に負担を

押し付けている。このような税金を諸々の必要としている

方面に有効活用すべき。原発０に向けた社会をつくること

がすべての生物に絶対必要。発電についても太陽光、水力、

地熱、風力等のほか、外潮流（特に狭い海域で潮流の激し

い所）を利用した発電も開発すべきと思う。 

［宮前区・60代男性・年金生活］ 

 

▼原発をなくしてほしい［川崎区・60代女性・正社員］ 

 

▼原発ができたころから危険を感じていました。原子の出

す放射線がすぐには消えない為、燃料処理をどうするのか

大変疑問に思っていました。私は日常にまぎれ事故が起き

るまで国内にこんなに原発があり、電力がそれに依存して

いたことにショックを感じました。すぐにでも原発は中止

すべきです。絶対安全はあり得ません。それに代わるエネ

ルギーを早急に開発すべきです。太陽光・風力・地熱・バ

イオなど考えられることをやってほしいと願います。川崎

市が率先して取り組んでください。 

［宮前区・70代女性・年金生活］ 

 

▼原発廃止。太陽光発電設置をマンション・戸建て・積極

的に進める公費で。電力会社は原発に投資するな、その資

金を風力・太陽光に向けてほしい。［宮前区］ 

 

▼原発はいや。［宮前区・その他］ 

 

▼【地震防災】防災の立場から原発は廃棄するべき！太陽

光発電などの自然エネルギーの利用を拡大することが必要

と考えます。［多摩区・60代女性・正社員］ 

 

▼原発について―経団連をはじめ、政府の一部には原発必

要論らしき考えがあるようですが、ウラン関係のダスト最

終処分の方法が世界的に見いだされない以上、社会的に不

便が生じようとも撤退するべきと思います。 

［多摩区・７０代男性・自営業農業］ 

 

▼原発「０」［幸区・70代男性・自営業農業］ 

 

▼【原発】今までの日本の繁栄は将来に損失を先送りし、

電力料金を安く下から得られたもので、原発を０にして高

い電力料金に堪えなくてはならぬと考える。与党と政府は

一味なのだ。［多摩区・80歳以上男性・年金生活］ 

 

▼原発はなくしてほしい［麻生区・60代女性・無職］ 

 

▼原発はなくなってほしい。自然エネルギーに早くかえる

ようもっと力を入れ(国の力で)ることを望みます。 

［麻生区・70代女性・年金生活］ 
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▼原発には絶対反対です。地震国日本にはあってはならな

いものだと思います。福島の事故がこれから何十年あるい

はそれ以上かかっても収束できるかもわからない現状を見

れば当然の考えだと思います。電力の値上げも許せません。

他に求めることが現状ではできないので、やりたい放題だ

と思い怒り心頭です。［麻生区・60代女性・年金生活］ 

 

▼原子力発電の核のゴミを１００万年間閉じ込める場所と

方法を考えるという。現生人類が日本列島に出現したのは、

国主純博・篠田博士によると、たかだか４万年から５万年

まえだそうだ。現生人類日本列島出現の２０～２５倍もの

長期間、ウラン２３８という厄介な核のゴミをどう始末す

るか、政治をつかさどる方はもっと真剣に討議をしてほし

い。中国大陸は原発建設ラッシュだが、その一つでも破壊

したら、放射性物質が偏西風に乗って、日本列島に降り注

ぐ…どうする？［麻生区・７０代男性・年金生活＋原稿料］ 

 

▼【原発反対】技術的に安全が全く保障または事故が起こ

らないための技術の確立がなされていない以上、再稼働す

べきでない。【東電値上げ反対】実質倒産会社が役員だけの

病院や、休眠施設を保有し、役員以下が一般会社より高級

を維持し、また利益が出ていないのに株の配当をするなど、

一般会社と比し異常、異例である。倒産会社として正常な

処置を実行したうえで理由を公開してから値上げすべき。

［多摩区・60代男性・年金生活］ 

 

▼原発は絶対やめるべきだ！［川崎区・60代男性・自営業］ 

 

▼地球の生物環境保持のため、世界中にある原発を停止し、

解体・撤去すべきだと思います。［川崎区・60代男性・無職］ 

 

▼いくら日本の未来のためとはいえ、今の日本の政策は、

目先の利益だけを重視しているに過ぎない。それは原発の

再稼働について議論している段階で目に見えている。あの

震災で何を学んだのか。原発を推進している人たちに「日

本の未来」なんて言葉は使う余地もないと思います。とに

かくどうかしている。もちろん、今より生活レベルが不便

になっても覚悟ができています。自分で蒔いた種は自分で

刈り取る覚悟が、最終的には決断に必要なのかなと思いま

す。［幸区・20代女性・主婦］ 

 

▼※原子力発電は直ちに全数廃止を 以前より、放射性物

質は人命に有害であることが地球上すべての人間が判った

以上はこれを取り扱うこと自体大いに馬鹿人間だ。人問が

滅亡しても良い等有り得ない。これ(放射性物質)をコント

ロール出来ても事故は必ず起こるものという事の判らない

人間がこの世にいる限り人間の滅亡は間近に来ていると云

う位馬鹿げたことだ。発電コストについて、代替エネルギ

ーを考えない電気事業関係者の怠慢に他ならない。多方面

の代替エネルギー開発はとれからの日本の発展に無くては

ならない。電気事業者関係各社へもっと賢くなれ。 

［幸区・60代男性・年金生活］ 

▼原発の再稼働は電力不足を避けるためには、一時的には

仕方ない事だと思いますが、将来的には日本から原発をな

くしてほしいと切に思います。今後また大きな地震が来な

いとは限りませんし、そうなったときにまた福島の原発の

ような事故を起こしてはならないと思いますが、東電の原

発に対する安全対策は全く信用できないので、（それだけで

はありませんが）脱原発を望みます。 

［中原区・30代男性・正社員］ 

 

▼暮らし向きは厳しくとも、現在日本はまだ3.11より緊急

時のまま、原発について深い議論も対応もなく、経済的な

１方向のみ見つめているように思います。民主政治など名

前だけのこの日本で、対症療法的な政策の稚拙さは目に余

るものがあります。まずは根深い原子力エネルギーに対し

て、日本は撤廃するという意思の基、根幹から産業の見直

しと可能性について、地域と企業の連携・連動を図るべき

と考えます。また、低放射線被ばくについて、学者の変容

がはなはだしく、各論者間の議論を求めます。 

［中原区・40代女性・自営業農業］ 

 

▼原発に反対です。川崎市としても利用する立場で反対表

明できないか、意思決定してほしい。 

［多摩区・７０代男性・年金生活］ 

 

▼原発は絶対に廃止すべきだ！ 人類の破滅を防ぐため原

発の廃止をすべき！絶対に！ 処理の方法も確立できてい

ないままでは、廃止しかありません！ 

［宮前区・60代男性・会社員］ 

 

▼【原発】事後処理もままならないまま稼働はありえませ

ん。ごみ処分も問題です。安全神話のままなら、自然エネ

ルギーで未来の子供達の為にも考える時期にある。 

［多摩区・40代女性・無職］ 

 

▼原発も輸出するそうだが、日本国内の後始末も終わらな

いのに輸出先で事故が起きたらどうするのか。原発 0 に向

けて代わるエネルギーに（風力・火力等）お金かけて少し

ずつ増やしてほしい。3基目のガントリークレーン増設など

むだ使いはやめてほしい。［多摩区・60代男性・自営業農業］ 

 

▼【原発】使用済み核燃料棒の捨て先もないのに、原発に

踏み切った先人たちの無質に怒り。今の時代さえ良ければ

の、無責任が後世につけを残す。我々の時代は、全てまだ

まだ忍耐できますが…。［多摩区・70代女性・年金生活］ 

 

▼脱原発、憲法改正反対などの政策で、共産党を支持して

おります。今一番懸念していることは、メディア（とくに

テレビ・新聞）が非常に偏った報道をしていて正しい情報

が隠ぺいされていることです。［中原区・30代女性・主婦］ 

 

▼原発に頼る割合を減らしていくよう働きかけてもらいた

いです。［麻生区・40代女性・主婦］ 
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▼近い将来地震が起きることは多くの科学者が言っている。

原発の再開などは問題外だと思います。公約違反の民主党

はいずれ消滅するでしょう。［麻生区・60代男性・パート］ 

 

▼原発が止まっていても企業が騒いだほど、電力量が足り

ないとは思われませんでした。代替エネルギーを確保して

原発をなくしてほしいです。日本にこんなにたくさんの原

発があるとは思いませんでした。［麻生区・60代女性・無職］ 

 

▼東電を許すことできません。すべての原発の再稼働を認

めはしません。代替のエネルギーを早く探してください。

［川崎区・70代男性・自営業］ 

 

▼原発反対！！正論が受け入れられない現状が悔しい。 

［多摩区・40代男性・会社員］ 

 

▼原発については、放射線の影響がこれからも続くのでは

ないかと非常に心配です。使用済み燃料の処理ができない

現在、これ以上出してはいけません。地下深くに埋めると

言ってもこれからどんどん出たら大変です。何万年もかか

らないと影響が減りません。(半減期?)後世の人たちにもど

んな影響があるか、計り知れません。［原発反対］ 

［中原区・70代男性・自営業農業］ 

 

▼原発はやはり、災害が起きたときに取り返しのつかない

事態になるので、撤廃すべきだと思います。費用が掛かっ

ても、風力、火力に切り替えるべきと思います。 

［宮前区・50代女性・非正規］ 

 

▼原発停止！！廃止！！ 頑張って下さい。 

［多摩区・30代男性・会社員］ 

 

▼原発は絶対反対、ガスコンバイン燃料で電力はまかなえ

る。［麻生区］ 

 

▼人類は高レベル放射性廃棄物、解決の答えを得ておりま

せん。人間の手に負えず、いったん事故ると想像もできぬ

被害をもたらす原子力発電は、一刻も早い廃止を強く求め

ます。以上、思いの一端を述べました。日本共産党さん頑

張って下さい。［麻生区・80歳以上男性・年金生活］ 

 

▼民主党、自民党、どちらも信用してません。前回の総選

挙で民主党に入れましたが、裏切られ、増税を政局に利用

され、政治不信がすすんでいます。今度の総選挙では、一

貫した反原発反増税を唱えている共産党に票を入れること

を検討しています。国民の生活が第一でがんばって下さい。 

［川崎区・30代男性・自営業］ 

 

▼去年の福島の原発事故を見てもわかるように、原発は絶

対にいらない。これからも地震何らかの事故がいつどこで

起こるかわからないと思う。人類の死を招くだけです。 

［川崎区・60代男性・年金生活］ 

▼電気料金の値上げなどとんでもない!! 東電所有の土

地・施設等売り払うのは当然。当事者である前社長、役員

など、家屋家財は没収、現社長、役員は 1 年間給料なし、

もっとやることはあると思うが、自分たちが腹を切って

我々を納得させてそれでも足りないなら値上げもやむなし

と思う。［幸区・60代男性・無職］ 

 

▼原発再稼働反対と代替エネルギーの利用にも自民公みん

なの党が反対したのは知りませんでした。ひどいですね。

新聞に取り上げてほしいです。［中原区・60代・無職］ 

 

▼原発は０にしてほしい。その地域に入るお金や雇用は大

切だが、環境を守る方がもっと大事だと思う。 

［幸区・60代女性・年金生活］ 

 

▼原発は日本のような島国には設置すべきではないと思い

ます。経済界でも理解ある経営者は反対を表明しています。

もう、国民を苦しめるだけの原発は、ゼロになるよう一人

一人がしっかり考えて行動を起こすべき時です。 

［中原区・60代・年金生活］ 

 

▼電力不足と騒ぎ、経済界の要請で大飯原発を再稼働し、

結局は今夏十分間に合う結果（猛暑なのに）何としても再

稼働ありきの姿勢は許しません。再生エネルギー、自然エ

ネルギーの開発や災害対策の事業などに予算を使い、雇用

を増やしていってほしいです。人間の力で制御できない原

発は即中止すべきです。ころころ変わる大阪市長は許せま

せん。それを持ち上げるマスメディアの姿勢も許せません。

［宮前区・60代女性・その他］ 

 

▼ゴミ処理として簡単にできない原発は狭い日本国土には

必要ない。地震が来ると騒いでいるなかどうして原発を稼

働させるのか理解できません。原発のない日本にしてほし

いです。［川崎区・40代男性］ 

 

▼原発の完全制御ができないこと、放射性廃棄物の完全・

安全な処理ができないこと。いつでも原爆を作ろうとすれ

ばできることなどから原発は 0 に、再稼働は絶対にしない

ことを求めます。すべての介護施設に太陽光発電のパネル

を設置するとよいと思う。まだ実施していないところが相

当あると思うので、また、地熱発電とか、安全で効果的な、

そして再生可能なエネルギー利用をすすめてほしい。［多摩

区・70代女性・年金生活］ 

 

▼原子力発電はできるだけ中止の方向で国は動いてほしい。

子どもの時代に何らかの傷跡を残さないようにするのが今

生きている大人の責任と思います。少々不便な生活であっ

ても安心第一で行きたいものです。 

［多摩区・70代・年金生活］ 

 

 

  


