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回
答
者 

問１ 

説明会の内容についてのご感想 

問２ 

使用済燃料乾式貯蔵施設の設置に

ついてのご意見 

問３ 

伊方発電所２号機の廃止措置につ

いてのご意見 

問４ 

原子力発電に関連すること、その

他のご意見 

1 内容が難しかった。 

原子力発電についての知識がない

為、よく分からない。 

同左 特になし。 特になし。 

2 専門的で難しいと思う。事前知識が

ないと理解できない。 

一時的な保管で安全ということが

理解できた。必要なことだと思う。 

特になし。安全にスピードをもって

対応していただきたい。 

安価で安定したエネルギー供給に

は原子力発電は必要なことですが、

事故が起きる可能性がゼロではな

い以上、将来的にはなくしていって

いただきたいです。 

放射能に汚染されることなく、永久

に住み続けられるよう努力してい

ただきたいと思います。 

3   施設の設置は仕方ないが、長期的な

保管とならないことを望む。 

地元の意向に沿うように、安全に工

事を行ってほしい。 

覚書ではなく、出来るだけ協定を結

ぶことを望む。 

4 原子力規制庁、愛媛県及び四国電力

よりそれぞれの立場をふまえ説明

を受けられたこと、とても良かった

し、理解させていただきました。 

市民の生命・財産を守っていただ

き、安全・安心な市民生活であるこ

とを願い、賛成致します。 

廃止措置期間を 2059 年度までとし

て、第 1段階から第 4段階に分け行

うとのこと。 

段階ごとにしっかりと調査結果を

ふまえて、安全な廃止措置を行って

いかれることを強く望みます。 

市民への報告を徹底されること、技

術者のスキルアップを強く望みま

す。 

5 四電、原子力規制庁ともに、質問者

の意見を真摯に受け止め、説明内容

も分かりやすくてよかった。 

国はプルトニウム等を有効利用す

る核燃料サイクルを基本方針とし

ている。1993年から始まった六ヶ所

再生処理工場の建設からすでに 27

年が経過したが、未だ工場は完成し

ていないことに不安があった。 

原発の耐用年数は 40 年と言われて

います。老朽化した施設の廃止は安

全に十分配慮の上、粛々と進められ

るべきものだと思います。 

2011年 3月 11日午後 2時 46分に発

生した東日本大震災から 9年が経過

した。地震と津波による被害は甚大

で、想像を絶する想定外のものであ

った。 

今年の 3 月 14 日、震災と原発事故
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乾式貯蔵施設の安全性については、

以前の説明会（視察は不参加）であ

る程度理解できたつもりだが、あく

まで乾式貯蔵施設は一時的な貯蔵

施設でしかあり得ない。 

ただ今日の説明では、六ヶ所再生処

理工場が 2022 年度上期には竣工す

る予定で、その後使用済み核燃料は

順次搬入されると聞き、多少の安堵

感を覚えた。 

一方で、自然豊かで風光明媚な下北

半島が核のゴミ処理場にならない

か、との不安を覚えた。 

で不通になっていた JR 常磐線が全

面開通するなど、インフラ整備は進

みつつあるが、未だに 4万 8千人が

避難生活を余儀なくされている。 

地震と津波による福島第 1原子力発

電所原子炉の安全機能喪失による

被害を考えたとき、将来的な原子力

発電への依存度を低減すべきと考

える。 

6 理解できて良かった。 仕方がない。 

 

当市を含めた使用済燃料の貯蔵施

設を地下 400ｍ以上に保存するので

あれば、地域の雇用施設として前向

きに検討してもよいのではないか。 

残念です。 原子力発電工事は公共事業も割高

と聞いています。民間企業とは言っ

ても、公共民間企業的なコスト意識

が低いのではないでしょうか。 

世界的競争時代であり、国民のため

に意識改革が必要と思われます。 

 

使用済核燃料の地下埋蔵が当市で

不可能なのですか。 

7 市民からの発言がなかったのが残

念だった。 

もっと一家言あるような原発につ

いて勉強している人に声をかける

べきだったのでは？  

核燃料を冷やすのに、空冷（乾式）

の方が安いというのはたしかにそ

うだが、放射能を外へ放出するの

は、水として海へ出すのとどちらが

少ないのか、結局よくわからなかっ

た。 

2 号機廃止はいいが、そこから出る

廃棄物の行き先が決まっていない

のが問題。1 期の間にどうやって決

めるのか？ 

住民との意見交換をしっかり行い、

理解をしてもらわなければ、低レベ

核燃料サイクルが仮にうまくいっ

たとして、「ウランを加工して、再

び MOX燃料にする」という。それを

又、3 号機で使えば、MOX 燃料の核

ゴミが 3号機プールに増えつづける

ことになる。 
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作業員（人体）や環境への影響が心

配だ。 

 

核燃料サイクルがトラブル続きで

何十回も中止されている。外国では

どこもあきらめている。実現するの

か疑問だ。始まっても又すぐ止まる

のではないか。 

そうすると、キャスクの寿命 60 年

たっても伊方に残りつづける。キャ

スクの入替時に、作業員の被曝が心

配。伊方への永久化になる。MOX 燃

料が 3号機プールにたまりつづける

ことも心配。3 号機は動かすべきで

はない。 

ルさえ伊方に埋めることは難しい

だろう。 

廃止するための雇用について、地元

の人を中心に、これまで運転や点検

などで働いてきた人達の雇用を守

ってほしい。 

使用済MOX燃料は冷えるのに50～90

年ぐらいかかるのでは？ 乾式キ

ャスクには入れられない。 

プールを冷やしつづけるためのシ

ステムや、建屋の耐震性にも、基準

地震動 650 ガルでは不安がある。

「1000ガルでも大丈夫」と言うが、

1000 ガルをこえる地震も各地でお

きている。 

やはり、3 号機も動かさず、廃止す

べきだ。 

8 安全性について、十分な検討が行わ

れた上で行われていることが大変

よく分かりました。 

対象が市民だと思うので、よりビジ

ュアルで分かりやすい説明があれ

ばなお良かったと思います。 

どのように保管されるようになる

のか、大変分かりやすい説明でし

た。 

2022 年から徐々に排出される予定

と答えがあったが、随時どのような

状態になっているのか確認できる

HPなどがあればよいと思う。 

  地域の大きな産業のひとつです。 

これからも地域に寄り添っている

電力会社として、更なる発展を期待

します。 

9 難しい単位については理解できな

かったが、その他はある程度理解で

きて参加してよかったと思う。 

話を聞く前は何のことか分からな

かったが、話を聞いてよく理解がで

きた。 

60 年も耐えられる物だと分かった

が、処分するのに相当の時間がかか

るものだと驚いている。 

すべての廃止措置が終わるのに 40

年もかかるのには驚いた。安全に完

全に措置してほしいものである。 

核燃料の処分に時間がかかるが、新

しい処分の方法の研究なども全世

界で行われていると思うが、短期間

で処理できるような方法が見つか

ることを願っている。 
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10   現在のところ使用済燃料の処理場

が出来上がってないことを考える

と、乾式貯蔵施設が必要ではないか

と考えます。 

出来るだけ使用済燃料の処理場が

出来る事を願いますが、現在のとこ

ろ乾式貯蔵施設の設置は必要と考

えます。 

原子力発電を減らしていくために

は、2号機の廃止措置には賛成です。 

四国電力は謙虚に安全運転に努め

て頂きたい。 

11 出席出来ず申し訳ありませんでし

た。 

乾式キャスクは東海発電所にて見

学させていただき、安全性について

は十分に理解できています。 

又、施設も事例も多く有り、安全性

についても検証済であると考えま

す。 

廃止は仕方の無い事であるが、1 号

機での実績も踏まえて問題はない

様に考える。 

しかし近年のインシデントは機械

や設備に起因する事はなく、全てヒ

ューマンエラーに因る事例である

と認識しています。 

万全な計画や準備をしても、作業を

行うのは人間であり、少しのミスも

ない事を願っています。 

地球温暖化防止のため、脱炭素が言

われている中での原子力発電は有

効な手段だと考えますが、東日本大

震災を機に世の中が大きく変化し、

脱原発の流れになってきました。 

無い事に越した事はないが、必要で

有れば稼働やむなしと考えます（有

効な再生可能エネルギーが代替と

して機能しない現状では）。 

12   安全に行っていただければ、特にあ

りません。 

安全に行っていただければ、特にあ

りません。 

安全運転、人材育成をしっかり行っ

てください。 

13 良かったと思います。 よくわかりました。これからもがん

ばって下さい。 

これからも長くかかるそうで。がん

ばって下さい。 

  

14 各議題について、それぞれの担当者

が、わかりやすい言葉で丁寧に説明

していただきました。 

また、質問に対しても丁寧に答えて

いただき、納得する云々は別として

十分理解することができました。市

現在の使用済燃料ピットの保管よ

り乾式キャスクに収納して貯蔵す

る施設の方が安全性に優れている

ことは理解できましたが、市民は

「一時的に貯蔵する施設」として明

確な回答が欲しいと思います。 

廃止に至る間、設備の除染や、使用

済み核燃料を３号機の使用済み燃

料ピットや順次新設する乾式貯蔵

施設へ搬出することになっていま

すが、その間の安全性の確保と新し

い技術や知見に基づく工程の変更

特にありません。 
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会議員のみなさんの質問内容が市

民が聞きたい内容であったため、よ

り理解を深めることができました。 

六ヶ所村の使用済み核燃料再処理

工場が稼働する時期はいつか。さら

には、同工場が稼働した際には、伊

方発電所に貯蔵している使用済み

核燃料の全部が搬出されるのにど

のくらいの期間が必要か、必要なプ

ロセスを踏まえてある程度時機を

明示する必要があると考えます。 

も視野に入れ安全第一で作業を進

めていただきたいと思います。 

15 良と思います。 使用済燃料は別の所で保管してほ

しい。 

賛成です。 福島原発のような事故がなければ。 

汚染物質の保管場所が決まれば。 

16   2、3、4 の質問で、福島の第一原子

力発電所事故、北海道（寿都）色々

原発については報道がありますが、

色々な思いはたくさんあるけれど

分かりません。 

既に伊方に原発が出来ている以上、

全てこれから行われる事態に安全

対策を徹底して下さることだけで

す。 

    

17 特になし。 使用済燃料を安全に貯蔵しておく

ために、様々な安全機能を備えてい

ると再認識した。使用済燃料を保存

するにはプール貯蔵の方が優れて

いると思っていたが、運転管理の容

易性、技術の斬新性など、「プール

貯蔵より安全性が高い」と強調され

ていた点が印象に残る。どちらにし

ろ、貯蔵期間が長期化することによ

現在まで、原子力発電所の設置によ

り立地及び周辺自治体が経済・雇用

面で恩恵を受けていた。今後、2 号

機廃止に伴い地域経済が衰退する

ことのないよう、また雇用が失われ

ることのないよう切にお願いした

い。 

核燃料サイクルの中での使用済 MOX

燃料のその先について。国は核燃料

サイクルがどこまで進み、どこでつ

まづいているか、正確に説明してほ

しい。影響を受けるのは原発周辺に

暮らす住民である。 
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り、施設等の老朽化、安全性が危惧

され、地域住民への影響が懸念され

る。施設に係るセキュリティチェッ

クを厳しく、テロ対策等も含め、安

全面に特段の取り組みをしていた

だきたい。 

18 丁寧な説明でわかりやすかった。 

内容については、原子力規制庁を信

じるしかないと思う。 

四国電力には、今後も安全・安心を

モットーに運営をして欲しい。 

最終処分場の稼働が不確定なので、

乾式貯蔵施設の設置については、今

の所、仕方のないものと思う。 

放射性気体廃棄物と液体廃棄物の

処理については、若干の不安はある

が、慎重に実施して欲しい。 

菅総理が CO2の削減を言っているの

で、原発はあってもいいのかとは思

う。 

一方で、原発が電気料金を安くでき

るかというと、そうとは思えないの

で、運用について考えて欲しい。 

19       原子力が無くても電力は充分賄え

ると以前聞きました（反対派の方）。 

無くても良いのなら廃止して欲し

い。 

安心・安全な生活を望みます。 

20 分かりやすく説明いただいた。 乾式キャスクの安全性やメリット

についてよく理解できた。 

使用済燃料再処理施設が計画どお

り運用されることが大前提なので、

今後の状況を注視したい。 

特にありません。 1 号機、2 号機と廃炉となり、将来

的には 3号機も同様の措置がとられ

ることとなると思いますが、今後の

電力供給の見通しは、どのようにな

っているのでしょうか。 

21   特にありません。 特にありません。 特にありません。 

22 廃棄物は原発内で止めてほしい。 現技術で最善の方法と思う他ない。 2 号機の廃止に向けての乾式貯蔵と

思っています。ゆくゆく 3号も廃止

になるよう希望します。 

  

23   研修会をつうじて、施設の見学研 1 号機に続き、今回の 2 号機の廃止   
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修、説明会をとおして、将来の不安

はいくらかあるものの、適切な措置

ではないかと考えます。 

措置も必要な措置ではないかと考

えます。 

24   施設は一時的な保管で、半永久的な

貯蔵施設にならないよう望む。 

長期計画に基づいて、行政とも連携

して安全に進めてほしい。 

  

25 専門的な内容が多く、難しかった。 安全に留意して建設されるなら大

変結構です。 

危険な施設なので、随時推進してい

くべきと思います。 

原発に携わる雇用がなくなるのは

正直不安である。廃止措置で仕事が

生まれれば幸いである。 

26 非常に丁寧でわかりやすかった。 安全性は確立されているので早く

設置すべき。 

ほぼ妥当である。 廃炉後の利用計画の策定。 

27 説明会に対しては特にコメントは

ないが、説明会の目的が「使用済燃

料乾式貯蔵施設」「伊方発電所 2 号

機の廃止措置」の 2つに対するもの

であるから、その件に対する質問に

しか答えられないというのは頭の

中では理解できるが、もう 1つ、心

情的に釈然としない感が説明会に

対する素直な感想として残った。 

また、本日の 2つの点に対して、前

もって勉強する時間、資料を与えて

くれるのであれば、質問もその内

容・記述に対してできるだろうが、

限られた時間の中で専門家が資料

に基づいてしゃべった内容につい

て深い質問をやりたくてもできな

いのが一般的な参加者の感想では

なかろうか。参加者が一人一人各自

安全に 100％はありえない。このよ

うなシステムを設計・設置する場

合、現在の安全に対する技術面の最

新知見を導入して 1つのシステムを

作っている訳である。 

しかし、安全面について未来永劫

100％かと云えば完全安全とは云い

きれない。どんな場合でもリスクは

存在すると判断する。 

従って現時点に於いて国（規制委員

会）、電力が充分精査した上での設

置認可であり、現時点に於いて設置

には問題ないと思う。 

但し、今後、文化が発展し、より安

全な安心できる設備が出来たら、永

久保存の場所として、すみやかに移

管して欲しい。 

廃止措置について、その事自体に対

する疑問はないが、実際に伊方 2号

機建設から運転廃止まで従事した

人間としては、何ら問題のない機

器、まだまだ運転可能であることが

明白であるのに、基準、規制でクリ

アーにする為の費用を、発電の効果

を考えて四電トップは廃止と決定

したようで、従事する人間としては

非常に不満であったし、国の規制に

原子力自体もあまりにしばられて

不条理ではないかと感じた。 

結局伊方は 1～3 号機で 3 号のみし

か残ってなく、3 号も現在規制措置

（テロ対策工事）で運転できてない

（裁判所の停止命令もあるが）。 

従事する者には仕事がなく収入も

ない訳で死活問題であり、若い従業
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のレベルで持っている疑問なりを

聞ける場を作るのが本来の説明会

の意味ではなかろうか。 

員が退職していくのを止める理由

もなく、この状態ではメンテナンス

会社として 30 年以上やって来たの

に、廃業も考えないといけない状況

になってきている。 

世の中コロナ禍で大変であるが、私

個人としては伊方原子力に 1号建設

から 3号建設、運転、メンテナンス

に従事して来た。生活の全てが伊方

にある訳であり、今 70 歳を目前に

して会社勤めの人生終りを迎えよ

うとしているが、非常に不安と寂し

さを持っている。 

電力殿、歴代の経営陣の苦悩はこん

なものではないと思うが、福島の災

難事故は事故として、もう少し将来

の原子力に対して明るい方向に行

って欲しいと願っている。 

28 内容が①使用済燃料乾式貯蔵施設

（キャスク）と 2号機の廃止措置の

みの話だけで、①については東海村

などにも視察にいっており、それほ

どの抵抗感もなかったが、限られた

テーマということであるが、資源エ

ネルギー庁には国の 2050 年までに

温室効果ガス排出量ゼロを目指す

という新たな目標を掲げた訳であ

るから、今後の原発行政が 2050 年

視察に行き、又、過去からの実績も

他の電力会社（外国）でもあるので、

心配はしていないが、今後のテロ対

策については、情報公開は難しいで

あろうが、しっかりやっていただき

たい。 

なし 原子力発電所が新規制基準でスト

ップし、再開できていない。仕事先

を原子力関連と決めている、決めよ

うとしている将来の優秀な人材が、

縮小してゆく業界に集っていただ

けるのか。 

今、伊方原子力発電所では特重施設

等が建設されています。もう間もな

く 3 号機も 40 年を迎え、新たに 20

年の延長を求めるのであろうと思
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までにという案件とどのような関

連（原発依存を増やすのか、減らし

て代替えエネルギーを考えている

のか）ぐらいの説明は聞きたかっ

た。 

いますので、将来の原発の安全性を

考えると、改めて数十年先の原子力

に関わる人材の育成が心配であり

ます。 

29 今までより説明がわかりやすかっ

た。 

他より安全な保管法と思う。 地元での雇用を優先してほしい。   

30   東海第 2 原子力発電所に視察も行

き、私としては安全を確認できたと

思う。 

伊方においても 1日も早く施設を完

成してもらい、安全に貯蔵してもら

いたい。 

専門的な事はあまり理解しにくい

が、廃止措置計画の説明を聞くかぎ

り、細部にわたり計画が出来ている

と思います。 

汚染された物の処理時に事故が起

きないよう、安全第一でお願いした

い。 

安全計画、安全施設、四国電力はか

なり頑張っていると思う。 

1 日も早く 3 号炉の運転を願ってお

ります。 

31 詳しいこと（専門的なこと）は分か

らないが、細かな点についても案内

がされており、よかったのではない

か。 

市と東海村に現地見学に行ってい

て、大きさ等も十分感じられ、ある

程度安心できると感じた。四国電力

そのものを信用するしかないので

はないか。 

仕方ないことだが、40年は長いが、

安全に廃止できるのか。担当者が 2

代～3 代と関わっていくので、途中

でうまくつながっていけるのか不

安はある。 

CO2 問題を考えて何が一番いいの

か。少しでもコストを下げれたら企

業誘致にもつながってくるのでは

ないか。四国電力が四国内の No1と

して、しっかりと企業を支えて欲し

い。地元雇用をよろしくお願いしま

す。 

32   素人には施設設置の安全性と費用

の妥当性が分かりづらい。 

県民の関心もそこにあると思われ

るので、広く分かりやすく説明して

理解を得ることが大切である。 

正直なところ、私を含め県民の多く

は廃止措置計画等の詳細について

は知らないことが多いと思う。 

分かりやすく県民に啓発していく

ことと、次世代に継承していく必要

性を感じる。 

今後も安心・安全、安定した電力の

提供をお願いしたい。そのためにも

災害対策が重要である。 

学校現場における原子力防災対策

や避難訓練の効果的な実施の在り

方等について、これまで以上に行政

と学校・地域で共有したい。 



使用済燃料乾式貯蔵施設の設置及び伊方発電所２号機の廃止措置に関する説明会 参加者意見（公表可とされた方のみ。順不同） 

10 

33   詳細は分かりませんが、必要なら設

置も必要かと思います。 

安全面に配慮して正しい廃止措置

を願うばかりです。 

賛成・反対様々な意見があると思い

ますが、私個人の意見として必要不

可欠な施設と考えています。 

確かに事故が起これば大変なこと

になると思いますが、その反面、恩

恵を受けていることがあると思い

ます。 

34 専門的なことはわかりませんが、説

明されていることについては大体

理解できたかなと思う。 

廃炉に 40 年、大変長い時間である

と改めて思う。 

昨年、東海村の乾式貯蔵施設を見学

させていただきました。この視察時

ではしっかりと安全に配慮された

施設であるとの認識を持ちました。 

万全を期しての設置をお願いした

いと思う。 

やむを得ない。事故のないことを願

っている。 

将来的には原子力発電をゼロにす

ることを願っているところである

が、近々の廃止には無理があるのか

なと思っている。 

とにかく安全・安心な暮らしを確保

しながら、これからの新エネルギー

開発にも尽力していただきたい。 

35 時期的なものか、対象人数が何名で

あったのか、大切な説明であるにも

かかわらず参加人数が少なく感じ

た。 

説明については、それぞれの立場で

責任ある説明・応答であったと思

う。 

信用して推移を見守っている。 

説明の中で、2022年度より再処理工

場が稼働する予定であるとのこと。

一時的な貯蔵施設となる見込みに

なることで安心している。 

貯蔵施設については、東海村への視

察で頑強な建屋であることを確認

している。 

安全最優先で計画を遂行していた

だきたい。 

計画通り着実に、安全最優先で実施

してもらいたい。 

  

36 私のような素人には非常に難しい

用語が多く、内容も申し訳ないが、

十分に理解できるものではない。 

ただ、十分に安全に配慮して審議さ

れているのは伝わった。 

安全に運用できるものであれば問

題ないと思う。 

安全に配慮して工事を行っていた

だきたい。ただ、廃炉に 40 年もか

かるのはやはり長いと感じる。 

原子力発電には賛成の立場だが、コ

ストも含め本当にベストな発電な

地域のためにしっかりとがんばっ

ていただきたい。 
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我々市民としてはとにかく安全に

運用してもらえれば良いと思う。 

将来にわたって住みやすい地域の

ために努力をお願いする。 

のか疑問に感じる。 

37 使用済燃料について、ウラン、MOX

以外にも細かな区分があるとのこ

となので、 

それぞれについての説明と処理の

過程を示してほしかった。 

必要なものであり、特に問題がない

のであれば、安全に実施してもらい

たい。 

  一般家庭が節電することによる発

電量、ひいては燃料の消費量に影響

はあるのでしょうか。 

38 特になし。 特になし。 特になし。 特になし。 

39 安全対策に万全を尽くされている

事がうかがえた。 

傍聴者が思ったより少なく、ほぼ事

業に対して理解された市民が多い

のではないかと感じた。 

最終処分場の稼働の方向づけが明

確になってないかと思うが、やむを

得ない対策と思う。 

  

40 欠席です。 突然に想定される地震に対して、安

全機能を第一に考え、特に揺れに対

する耐震性を確保しなければ設置

については、不安はつのるばかりで

す。 

原子炉から使用済燃料の処分の方

法については、廃止措置が終わるま

で適切に飛散や汚染が起きないよ

う、適切に処理してほしい。 

長期的な作業となると思うので、技

術力向上で人材を確保して育成に

力を注いでほしい。 

地震の発生により、安全機能につき

ましては維持可能であるのか不安

です。 

放射線に必要な情報を出来るだけ

具体的に伝達してほしい。 

41       燃料貯蔵にしても、廃止措置に関し

ても、どちらも長期間を必要とする

保存・解体作業であると思います。

事業者、行政が責任をもって安全・

安心に努めて頂く様、願っておりま

す。 
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42 出席してません。 最終貯蔵地が決まらないのが気に

なります。 

必要な措置は一応理解します。その

上最高の安全を守って実行される

事を願います。 

私共漁業関連の当事者にとって、廃

炉の上で海上の汚染が気になりま

す。勿論空気中に於いてもです。 

安全に早く進む事を願います。 

現在のコロナの異常さにも負けな

いくらい原子力発電の事故はこの

上かも知れないと思って、今後を見

守っています。 

43 特になし。 特になし。 特になし。 特になし。 

44 今回使用済燃料乾式貯蔵の方法等

について、詳しく説明を受け、その

安全性については、十分理解できま

した。 

この方法により、安全性を十分確保

されているなと思います。 

使用済燃料処理については、全国で

も問題となっておりますが（特に北

海道等）、しかしこの処理は日本国

内のいずれかの場所に設定しなけ

ればならない問題であります。 

今回の説明により、その処理方法、

安全性等については理解できまし

た。自分としては、この処理方法に

ついては納得します。 

伊方発電所２号機につきましては、

使用稼働時間が経過したことから

廃止され、この件については意見は

ありません。 

地球温暖化、CO2 を完全になくすた

めには、原子力発電は欠かせないも

のであります。 

今後十分な安全方法により、電力を

配給されたいと思っております。 

45  安全であると説明会の時お話しさ

れるが、何か問題が有ると「想定外

なことで」と言われています。 

想定外な事を作ってはならないし、

言ってほしくないです。 

人命・安全第一でお願いします。 

世界が今原子力発電にたよらない

方向なので、廃止は良かったと思

う。 

安全ならば東京・大阪等大都市に建

てても大丈夫なのでしょうか（電力

消費量がかかる所）。 

漁業関係なので海をよごさない様、

守って頂きたいです。 

 


