
NO. 都道府県名 氏名 性別 年代 タイトル ご意見･ご質問

1 宮城県 匿名希望 男性 40代 反対するなら代替案を

高レベル放射性廃棄物はそこにある。それを地下深く埋めてできるだけ人間から
隔離することは極めて妥当な処分方法だと思う。もしそれに反対というのであれば
代替案を示すべきである。ただ反対を唱えることはたやすいが、その結果として次の
世代の日本人がエネルギーに窮することになったとき、誰が責任をとるのか？私は
自分の子供が生きていくこれから100年の間、核エネルギーがなくてはダメだと思う。

2 兵庫県 匿名希望 男性 30代
メリットとデメリットを
明確にしてほしい！

高レベル放射性廃棄物の処分にあたり、地層処分という方法が、現状の技術的
に最適な処分方法ということは理解できるが、必ず現状の不安点やデメリットもあ
るはず。メリット、デメリット両方をしっかり認識した上で、地層処分について理解を
深めたい。

3 東京都 匿名希望 女性
20代
未満

事業破綻時の補償
仮に事業が破綻した時の補償の話を聞いたことがありません。
教えて欲しい。

4 福島県 匿名希望 男性 40代
地層処分にかわる処分の仕
方はないのか。

これだけ科学が発達しているので、科学的に別な処分の仕方をそろそろ公開でき
ないか？

5 東京都 匿名希望 男性 30代
原子力は本当に議論の対
象になっているのでしょうか

今日の原子力発電をめぐる議論は、専門家の方はともかく、一般人々だとなんと
なく危ない気がするからと反対したり、そもそも関心がなかったり、あまり真剣に考え
られていない気がします。廃棄物処分となるとさらにその先の話で、問題の存在も
知らない人が多いと思います。海外の原子力推進国は、この問題をどう解決して
きたのでしょうか。

6 東京都 匿名希望 男性 50代
高レベル放射性廃棄物誰が
責任をとるのか。

高レベル放射性廃棄物を出さないことをなぜ考えないか。出していない国もあるの
に。

7 埼玉県 匿名希望 女性 60代
チリの落盤事故に思う。地層
処分地下300mは生活環境
内では？

高レベル放射性廃棄物は「地下300メートル以深の深い地層に埋設し、人間の
生活環境から隔離します。」（「でんきの情報広場」HPより）とのことですが、チリの
落盤事故によって、地下700mの深さの場所で日常的に仕事をしている人達がい
ることを知りました。調べてみると、他にも深い所では地下3000mもの鉱山もあるそ
うです。ということは、地下300mは、決して「人間の生活環境から隔離」された深さ
とは考えられません。そのような場所に高レベル放射性廃棄物を埋設する計画に
は強い不安を覚えます。また、なぜ「300m」なのかを知りたいです。

8 福岡県 花田靖枝 女性 50代
厄介な高レベル核廃棄物を
簡単に処理できるのか？

処理の目処がたつまで核のゴミを増やさない為に原発を止めるべきです。住民の
了解を得ないまま玄海原発ではMOX 燃料のゴミがサイト内に保存される運命に
あります。運び出して埋めようにも、引き受け手がありません。お金での解決はもう
出来ないでしょう。原発マネーがどんなに住民の心を蝕み、村を壊したか、みんな
が知ってしまったからです。内部被曝の研究が進み放射能の危険性が再認識さ
れ始めました。原発は必ず被曝労働を伴います。人権侵害です。アメリカの技術
者は「地面が動く！」とびっくり仰天したそうです。その人達が開発した原発に地震
対策があるわけがないのです。即刻ゴミの生産をとめ、ゆっくりとゴミに向いあって解
決方法を考える他ありません。とにかくこれ以上ゴミを増やさない、これが先決問題
です。自然エネルギー技術は日進月歩で躍進しています。

9 鹿児島県 匿名希望 女性 30代
「ＮＵＭＯは宣伝にいくら使っ
ているのか明らかにしてほし
い」

高レベル放射性廃棄物の処分はどうしていいのか、まだ誰にもわからないのが現
状だろう。技術的にも未解決なことが多く、候補地も決まらない。であるにもかかわ
らず、有名人を起用してさもうまく事が運んでいるような宣伝をしたり、原発を増設
したり、プルサーマルを増やして角のごみを増やし続けるのはやめてほしい。ＮＵＭＯ
は宣伝にいくら使っているのか、そのお金はどこから出ているのか。明らかにしてほし
い。

10 千葉県 匿名希望 男性 40代
地産地消ならぬ地作地廃で
はいかがでしょう。

原子力の廃棄物をどのように処理するかなど言われますが、その前に原子力エネ
ルギーは誰が使っているかの問題からあります。世の中にはその地で作ってその地
で消費するという当たり前の話があります。電気も本来　必要とする地域で作り、
廃棄物もその地域が責任で処分するが正論と思います。安全である原子力と安
全な廃棄処分であれば何も問題がなく少しでもコストが下がりいいことだらけです。
責任ある社会、そしてエネルギーを知る上でもその地で作りその地で消費しその地
で処分する。
２１世紀はそんな時代ではないでしょうか？東京ならば東京都の中ですべてを行
う。行える範囲でしかエネルギーは存在しない。キャパを超えた場合、消費者は相
当の負担をする。地域はエネルギー問題を真剣に考える切っ掛けになると思いま
す。今までのようなどこかに任せるではダメですね。

■双方向シンポジウム｢どうする高レベル放射性廃棄物｣　ご意見・ご質問　　（3/25現在）
   お寄せいただいたご意見･ご質問は原則として原文のまま掲載いたします。ただし個人への誹謗中傷などの不適切な表現がある場合は、修正もしくは削除することがあります。
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11 神奈川県 茂野さおり 女性 40代
このシンポジウムをNHKで国
会のように中継してください。

地層処分ありき的CMをバンバンTVCMで流すお金があるのなら、このイベントを
もっと告知できるのではありませんか？今でも現地の反対を押し切って、危険性を
承知で原子力発電を推し進め、ゴミがどうしようもなくなった今になってから国民の
責任です、どうしましょう地下に埋めさせてくださいは、ありえないです。このような原
子力発電のあり方を許してきたのは国の責任です。現実問題として廃棄物問題
は、決着がつかないのだから、これ以上核ゴミを出さないよう、今即刻原発の稼動
を止めるべき。特に9月末から群発が始まっていて過去ダメージを受けた原発、福
島、柏崎刈羽、浜岡は即時停止してください。医者も足りてないのに、ヒバク大国
になるのはごめんです。命に関わる深刻な問題です。今後の原子力政策を問うた
めに限られた人間しか集まらない密室の議論での結果で推し進めるのではなく、き
ちんとした公正な情報をもっと公に出してください。

12 神奈川県 伊藤かつみ 女性 50代
原子力発電に頼る
電気は要りません。

原子力発電は　ウランの採掘から　核燃料製造から　発電時にも　発電後もあら
ゆる場面で放射能の問題が出てきます。放射性物質の毒性を無害化することが
できない以上、共存は不可能です。電気は原子力発電に頼らずに作ることはでき
ます。一日も早く既存の原子力発電所を廃炉にすることを強く求めます。高レベル
放射性廃棄物の処分のシンポジウムの開催ということですが　まず核のごみの発
生を止めてからの議論だと思います。
あなた方は　原子力の電気を使ってきたでしょう。原子力発電の後には核のゴミが
出ます。そのゴミの後始末にはあなたにも責任があるといった論調で　原子力発電
所を止めずに　方法は高レベル廃棄物の処分方法しかないなどと押しつけられる
のはごめんです。
地震列島日本に５２基の原子力発電所を建てている現状をまず見なおすことが
一番に考えなくてはいけないことだと思います。

13 神奈川県 匿名希望 男性 60代
放射性廃棄物はもう
これ以上増やさない

原発の運転によって生じた放射性物質を無害化する技術をまだ人間は持ってい
ないし、一度つくってしまった放射性物質を長期にわたり安全、且つ、確実に保管
する手段も、これまでの研究・開発の歴史を見れば、今後持てる見通しは無い。
よって、放射性廃棄物をもうこれ以上増やさすべきではない。既に、つくってしまった
放射性廃棄物は、環境へ拡散しないように、今後半永久的に人手、エネルギー
を使って管理して行かねばならないという意味で、子々孫々に対して、我々が残す
大きな負の遺産である。

14 神奈川県 匿名希望 女性 50代
どんなガラス固化体を処分す
るのか

1)六ヶ所再処理工場は、ガラス固化体の製造段階でアクティブ試験が中断してい
ます。低粘性流体が入っていて、最終処分の段階で処分が困難になるとの危惧
が委員会で委員から指摘されました。最終処分からみたガラス固化体の製造基
準というものはないと聞いています。とにかく高レベル放射性廃液がガラスといっしょ
に容器に入って、ふたさえできればいいんだというような話です。現実にふたができな
かったガラス固化体があったとか。こんなガラス固化体をほんとうに安全に輸送、処
分できるのでしょうか。
２）海外からの返還高レベル廃棄物が、六ヶ所村で管理されていますが、このガラ
ス固化体の健全性が保たれているかどうか、検証がまったくなされていません。最
終処分場に安全に輸送することさえできないのではないかと、危惧をしています。
現実に一度取りだすなりして、健全性を確認しないと最終処分の安全性など議
論できないのではないでしょうか。

15 神奈川県 山口泰子 女性
70代
以上

使用済み核燃料の再処理
は止めるべきです。

１、使用済み燃料の再処理は、原発以上に放射能による環境汚染が大きい。
２、莫大な費用がかかる。
３、現在六ヶ所再処理工場では高レベル放射性廃棄物をガラス固化体とする試
験で頓挫しています。現在のところその原因究明ができない状況です。その他のト
ラブルもあり本格操業が始められる見通しは立っていません。。
４、ガラス固化体の最終処分地を引き受けるところも決まっていません。
以上の理由からだけでも高レベル廃棄物の再処理の方針は見直すべきです。

16 愛媛県 匿名希望 女性 30代 処分地の選定について

処分地選定について、現状は自治体からの申し出を待っていると思うが、正直自
主的に応募が来るのは考えにくい状況だと思う。この先何年も同じことを続けても
どうしようもないと思うが、応募が来なかった場合どうしようと考えているのか？また、
原発立地地域で、など考えていたりするのか？
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17 千葉県 りお 女性 40代
それが危険なものである限
り、絶対の安全はない

放射性廃棄物を地中に埋める様子がコマーシャルで流れていたが、地震の多い
日本においていつ地盤が崩れ、地下から放射能が漏れ出てくるかは、時間の問
題である。ゴミを埋め立てれば有毒ガスが発生する。原発＝放射能の危険を国
民全員が理解すれば電力を抑えた暮らし方を選ぶのではないか。生活の便利さ
よりも命の安全性の方が大事である。

18 静岡県 匿名希望 女性 50代
放射性廃棄物の地下処分
について

浜松で開催された放射性廃棄物についてのパネル討論会の際、日本は地震大
国なので安全な地下処分ができるのか心配だという意見に対し、「少々の地震で
は大丈夫」とのお答えであったそうですが、
これから日本は大地震の活動期に入るというのが今、地震学者の一致した意見
だそうです。「少々の地震」とは具体的にどの程度の地震を想定しているのでしょう
か？また厳密な活断層評価を行うということですが、今までに明らかになった過去
における活断層評価の甘さ、失敗をみても、正確な評価を下すことの難しさを感
じます。
本当に大丈夫なのでしょうか？地下を深く掘れば必ず地下水に当たるともいわれ
ます。長期間にわたる地下水による緩衝材や容器の劣化、放射性物質の地下
水への混入も心配されています。

19 千葉県 匿名希望 男性 50代
高レベル放射性廃棄物は負
の遺産です

現代の科学技術でどうすることも出来ない高レベル放射性廃棄物は間違いなく
将来に対しての大きな負の遺産です。負の遺産を継続的に生み続けるのが原子
力発電であり、核燃料サイクルの考え方です。既に世界のエネルギー供給の趨勢
は原子力からシフトしています。
これ以上処理出来ない核のゴミで美しい日本を埋め立てないで欲しいと思いま
す。勇気ある再考をおねがい申しあげます。

20 大阪府 海老澤徹 男性
70代
以上

日本のバックエンド政策はコ
ストの観点から再検討すべき
だ

1. 日本のバックエンド政策はプルトニウム再利用のために再処理を前提に策定さ
れている。しかし、再処理の費用は11兆円(総合資源エネルギー調査会）と多額
になると評価されている。それから得られるプルトニウムの量は、最大でも800トンで
ある。単純に受益者負担で考えれば、これから得られるプルサーマル用のプルトニ
ウムの価格はとんでもなく高いものになり、4%の濃縮ウランの価格と比べて桁違い
になると予測される。具体的な試算数値について伺いたい。
2. 日本の再処理施設の操業実績は、東海のプラントも稼働率は極端に低かっ
た。特にその経験を生かしたはずの六カ所のプラントでも、費用と稼働実績は当初
計画から大きく逸脱している。これをコストの観点からどう考えるか。

21 東京都 匿名希望 女性 50代
トリチウムの害が日本では軽
視されすぎていませんか。

シカゴ・トリビューン　http://www.chicagotribune.com/news/local/chi-public-
records-08-mar08，0，7706993.story によると、the Braidwood plantからの 何
百万ガロン（１ガロン＝３．８リットル）ものトリチウムの漏洩が見過ごされていた結果
たった８歳の子どもが脳癌になったという。その漏洩は隠蔽されていたのを、その子
の母親が州に情報を公開させてようやく判明したというのです。こういう隠蔽体質は
日本は米以上だというのも気になります。上記原発は通常の軽水炉らしいのです
が再処理工場がもし本格稼動したら、もっと深刻な害が起こるのではないでしょう
か。しかも日本は魚食文化の国です。害が起きてからでは遅い。トリチウムを大量
に捨てることを初めから織り込み済みの再処理だけでも凍結してください。

22 埼玉県 秋元浩治 男性 40代
次に来る人たちのために、ゴ
ミを残さずきれいにして帰りま
しょう

この、キャンプ場来場者への呼びかけは、地球の来場者にもそのまま当てはまりま
す。子どもたちの子どもたちのそのまたずっと先の子どもたち、子孫たちに、高レベル
放射性廃棄物のような危険なゴミを残していくことは、あまりにも身勝手で無責任
な行為です。自分たちのツケを未来に回すようなことをすれば、我々の年代は、地
球歴史上、最も恥ずべき無責任な時代の人々として、後世に名を留めることにな
ることでしょう。

23 岩手県 匿名希望 男性 60代
高レベル廃棄物の
地下処分について

以下問題点を列記します
１　高レベルガラス固化体の品質基準があるのですか。現在六ヶ所再処理工場
で発生した固化体の組成や品質（イエローフェーズが生成する）が一定していませ
ん。数万年の管理に耐えるのですか。
２　六ヶ所村尾駮の井戸水から全国最高濃度のストロンチウム90が検出されてい
ます。放射能の環境試料の基準があるのですか。野放しではありませんか。基準
がないと取り締まれないのではありませんか。
３　六ヶ所再処理工場では放射能の放出規制がなく、３核種が全量放出されて
います。原発では放出規制、再処理は野放しという規制ですが。高レベル廃液の
地下処分はどちらの規制が適応されるのでしょうか。
４　環境基本法の理念は原子力施設にも該当されるとのことですが、無視されて
いると思われます。理念を守るべきではないでしょうか。

＊N0.21のご意見に記載のURLはリンク先の使用期限が切れておりますが、そのまま記載しております。
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24 東京都 吉田和生 男性 50代
放射性廃棄物のこれ以上の
生産に反対です

原子力発電の安全性についても大いに疑問がありますが、結果として生産される
高レベル放射性廃棄物。核燃リサイクルはとん挫し、放射性廃棄物を永い間安
全に保管する確証はあり得ないと思います。机上の理論では住民が納得できな
いことは、受け入れ先が決まらないということからも自明です。原子力政策の根本
的な見直しを求めます。

25 福岡県 匿名希望 女性 50代 発生源を断つ

たちの悪いゴミがすでに存在しているのは事実です。製造者責任ですから地層処
分その他いろいろ研究を重ねて最善の方法で処分して下さい。でも処分しても、
次から次にゴミが出てきて終ることがないというのでは困ります。これ以上再処理し
ない事　まっさきに原発を廃炉にする事、この二つが重要です。やる気になれば原
子力抜きでベストミックスは十分成り立ちます。自然エネルギーの出力不足が言わ
れますが、原発の送電のロスは膨大です。今のまま、無駄な贅沢な電気を使い続
けようとは殆どの人が思っていません。温排水も困った廃棄物の一種でしょう。

26 岡山県 匿名希望 男性 40代
処分場の管理期間
将来的な責任の所在
地層処分について

高レベル放射性廃棄物は人体に影響のないレベルまで放射能レベルが下がるま
で何万年という時間が必要だと思いますが、NUMOとしては何年間管理していくの
ですか。
管理期間が過ぎた後に放射能漏れが起こった場合の責任はどこが取るのです
か。
地下処分の方法から推測して、キャニスターから高レベル放射性廃棄物が漏れる
ことが前提と思えるが、地下水や活断層についてすべて把握することは不可能と
思われるが、どう考えているのか。
日本の活断層、地質、地震についてもすべて把握されているような書きぶりが見
受けられるが、本当ですか。

27 岡山県 匿名希望 男性 30代
地層処分には反対！
意見交換には賛成！

危険性が高い高レベル放射性廃棄物を地層に処分することは、あまりにもリスク
が高く、状況のモニターもできない、なにか起こっていることが判ってもリカバリーでき
ないというところに特に危険を感じます。
また立地についてもエネルギー使用による恩恵を受けた人と、処分地周辺でリスク
を背負う人とのバランスが悪すぎる。今のやり方では強い反発を受けて当然です。
エネルギー問題を含め原子力政策について、（平等な形で）意見交換をすることに
は賛成です。一人でも多くの人が一緒に考える問題だと思います。

28 岡山県 坂本一朗 男性 50代
放射性破棄物は監視しなけ
ればならない

放射性廃棄物が無害化できない以上、それは監視できる状態で保存すべき。電
気を作り使う以上そこから出る廃棄物に全国民が責任を持つべきである。

29 岡山県 匿名希望 男性 40代
温室効果ガスの排出削減の
ためには原発の推進が必要
か

今まで原発の推進には反対であったが、温室効果ガスの排出削減には原発の推
進が不可欠である。温室効果ガスの削減と原発の推進反対を両立しようとする
と、昭和３０年代のエネルギー使用の世界に戻らなくてはならない。それをどう解決
するのか示してほしい。

30 岐阜県 匿名希望 男性 40代
エネルギー安定確保に当面
必要なのは原子力発電の
利用ではないか

レアアースと同様にエネルギー資源を海外に依存している日本において、原子力
発電は現状では不可欠のものであり、それにより発生する高レベル放射性廃棄
物の処理・処分は子孫への負担を減らす方法で行なわれる必要がある。地球温
暖化の問題や産業廃棄物の問題と同様に莫大な電気を消費していながら「誰か
が何とかしてくれるだろう」という甘えた考え方は止めて、国民が真剣に考えて議論
すべき問題である。原子力は不要との意見もあるが、それにより日常生活にどれ
だけの影響が出るのか、一度国民が体験し、危機感を持つべきではないかと思
う。原子力が「唯一」とは言わないが、現実的な当面の選択肢である以上、廃棄
物問題に真剣に取り組むべきだと思う。

31 岐阜県 匿名希望 男性 50代
どの位のリスクなら許容できる
かを議論する必要がある

原子力発電や高レベル放射性廃棄物の地層処分に反対の立場の人の理屈
は、危険だから止めろ、といった、わかりやすいが幼稚なものである。例えば、航空
機、自動車、医薬品などを考えてみればわかるように、世の中には、大小は別とし
てリスクがないものなどない。これら生活のために必要なものについて、どの位のリス
クなら許容できるのかを考え、そのために必要な施策を講じる、という大人の議論
が重要である。
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32 東京都 匿名希望 男性 50代 代替案を示して議論すべき

高レベル廃棄物は、好むと好まざるとにかかわらず、原子力発電を行えば必然的
に発生するものである。そして当面は、私たちの生活に必要なエネルギーを確保す
るうえで、原子力発電は不可欠である。そこで、高レベル廃棄物の地層処分に反
対の方にお聞きしたい。現実問題として、どうすべきだと考えているのか？
例1）地層処分せずに、人間が地上で管理していくべきなのか？その場合、将来
の世代への負担をどう考えるのか？また、長期にわたって地上の方が安全といえる
のか？
例2）原子力発電を速やかに停止して、廃棄物がこれ以上増えないようにするべき
なのか？その場合、火力発電を増やすのか？あるいは、電気の使用量を制限す
るのか？
そういった代替案を示すことによって、地層処分を進めていくべきか否かといった本
当の議論ができると思う。単に地層処分に反対というだけでは、いつまでたっても、
反対のための反対でしかない。

33 香川県 匿名希望 男性 50代 理解活動について

シンポジウム等での説明者の使う言葉が一般の人には難しい。東京でのみのもん
たさんやよしもとの芸人を間に入れる等した場合は、大分わかりやすいのだが、地
方で行なうシンポジウムではそのような役割の人がいないので、参加した人の普通
の疑問が解決されていないのではと思う。

34 岡山県 匿名希望 男性 57
今回のシンポジウムは、岡山、北海道、愛知、東京で開催されるようですが、なぜ
岡山がその中に入ったのでしょうか。

35 岡山県 匿名希望 男性 50代
安全性の問題と国民へのＰ
Ｒ（理解度）不足

高知県の自治体（名前忘れました）が住民投票で、町長選で敗れたか何かで、こ
の施設が実現できなかった事を記憶しています。
時代が大きく変化し様々な問題が発生している。その中、放射性廃棄物処理の
問題も大きな課題です。基本は、安全性（どこまでの確保ができるか）住民への
理解をどこまでできるか？政治的にはアメとリスクの交換。まだ経年がなく、絶対安
全と言い切ることは難しい。そこのところの研究が必要不可欠。どのように考えてお
られるのか。お聞きしたい。

36 東京都 匿名希望 男性 30代
地層処分をいつまで
続けますか？

このまま原子力発電を続ければ、ゴミも出続けるわけですが、地層処分する場所
は限られています。いつまで地層処分（原子力発電）するのでしょうか？

37 山口県 匿名希望 男性 30代
地層処分の有効性を
広く説くべき

原子力開発の推進に際して，高レベル放射性廃棄物の処分という課題は避けて
通ることができない一体のものである。
地層処分のイメージを含め，一般的には「なんとなく知っている」というレベルだと思
うが，現在，ＮＵＭＯで展開されている全国キャンペーンの効果とあわせ，本双方
向シンポによって，多くの方に正しい知識・認識を広く有していただきたいと願ってい
る。

38 広島県 匿名希望 男性 50代
地点選定の合理性確保
について

地層処分場は，国内で１～２箇所に限られているので，できるだけ科学的な説得
力を持って地点選定を行なうべきであり，いきなり公募＝自治体からの意思表示
をもとに地元誘致のような体裁をとって進めるというのは問題があるのではないかと
思います。地層や自然環境はもちろん将来的な社会環境も含め，予め設定した
評価項目に基づき全国の中から最適な候補地点（２桁）を選定し，合意形成を
図りながら絞り込んでいく過程が必要と考えます。

39 岡山県 匿名希望 男性 60代 高レベル放射性廃棄物を

原発の廃棄物が溜まる一方ですので、原発は中止する方向でエネルギーを開発
すべきである。
廃棄物は、地上で管理できる状態にすべきである。
地層処分の影響は街頭の町だけでなく広く影響するものであり周辺の都道府県
にも承諾が必要である。

40 島根県 匿名希望 男性 50代
早期の調査開始を
お願いします。

原子力発電の便益を受けている，現在の我々が処分地選定に向けた取り組み
を行う必要があると考えます。国から，全国１０箇所程度の申し入れ等で是非，
スタートを切ってほしいと考えます。
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41 岡山県 匿名希望 男性 50代
人は普通に放射線を浴びて
いる？

それも危ないのであれば地球上に人は住めないですよね。飛行機にも乗れないし
宇宙なんてもってのほかですよね。人も放射線を出してますよね。なぜそういったこ
とが知らされないで、何でもかんでも放射線は危ないってことになるんですか。普通
に浴びている放射線は人に良いのか悪いのか。まずそれをちゃんと教えてほしい。

42 岡山県 橘里子 女性 50代
《困るのならば先ずは、放射
性廃棄物を是以上増やさな
い事！！》

放射能廃棄物は未来に託す確実なる「負の遺産」である。処分方法が確立して
いない今、否、たとえ確立されたとしても、是以上増やさない努力をすべき物であ
る筈である。又国内のあちこちの原発では職員の無知や人的ミスによる様々な事
故や不具合の報道が跡を絶たない。小さなミスは大きなミスに繋がっている。かつ
て原発ではないが、尊い人命が犠牲になった事を忘れずに、放射能物質の危険
性を肝に銘じてお仕事に携わって頂きたい。と言うよりもその様な危険な仕事がこ
の世から一刻も早く消滅する事を望む。それなのに、日本政府・経済界は現在
『地球温暖化対策』と云う大印籠に名を借りて、日本のみならず、全世界に原発
を普及させようとしている。現地の国土・人民の将来の事等全く無視の経済のみ
に特化した大プロジェクト優先の独善的な政策としか言えない。国土を活かした
自然エネルギー利用の方策を推進する事が将来必ずや感謝される事と確信する

43 岡山県 西平幸代 女性 69
放射能は絶対に持続可能な物質ではないと思っていますので、いろいろと話を聞
きたいと思っています。

44 広島県 匿名希望 男性 30代
廃棄方法および処分場に関
する議論の方向性について

高レベル放射性廃棄物の処理方法については具体論議が進んでいないと受け
止めている。また，廃棄場所についてもＮＵＭＯが積極的に活動していると認識し
ているが，候補地すら見つけられていないのが現状と認識している。良い悪いでは
なく現実的に，誰しもが『必要だとは思うが，自分の近くが選ばれるのは嫌だ』と考
えるものと思う。日本はすでに原子力発電所が運転されており，多量の高レベル
放射性廃棄物が存在していることを踏まえれば，早急な解決が望まれる。今後，
処理方法と廃棄処理場の具体議論がどう進んでいくのか，ご教示いただきたい。

45 岡山県 匿名希望 男性 40代
ＨＬＷ処分が一部でしか議
論されないのは何故か？

ＨＬＷの処分については、避けて通れない重要な課題であると考えるが、エネル
ギーを無尽蔵に使っている受益者（企業や国民）の多くが知らないし、知っていて
も関心を持たないのはなぜか。今回のシンポジウムにおいても、関心を持っていな
い人には情報が伝わらないようなＰＲの仕方に思えてならない。主催者の自己満
足ないし予算消化にならないよう、もう少しＰＲの方法を考えたほうが良いと思う。
最後に、昨年、政権交代したことで、国会において議論する雰囲気がトーンダウン
したように感じてならないが、民主党が政権与党という固有の問題だけで結論が
先送りにならないよう、国内における議論を盛り上げてほしい。

46 長野県 匿名希望 男性 40代
原子力以外に世界のエネル
ギー事情を解決する策があ
るのか

これから先世界的にも数%にも満たない太陽光や風力といった自然エネルギーが
全てを解決して、これから先の世界のエネルギー事情を夢のように解決するといっ
た誤解を与えるような伝え方は全くナンセンス。使えば出るのは当たり前。その安
全策なら地下深くというのは理のどおり。

47 三重県 匿名希望 女性 50代 今回のシンポジウムについて
すばらしい！こういう公開討論の場を待っていました。
双方の言っておられることを充分に聞いてみたいと思います。
もっと一般の方にもお知らせすべきです。

48 岡山県 匿名希望 女性 58 地層処分の安全性について

地震が多く、地下水が豊富な日本で何万年も影響を免れることができるのでしょ
うか。応募した首長さんや議会は任期が終われば責任がなくなるかもしれないけ
ど、そこにずっと住み続ける人は「外に持っていってくれ」と言っても無理なものと何
万年もおびえて暮らすしかないし、今だって原発周辺に何かあっても原因をつき止
めることが難しいので、保証はないといえます。とにかく見えないようにしてはいけませ
ん。

49 岡山県 匿名希望 男性 29

・立地条件とかあるのか（地盤が固い等）
・どのくらいの規模を設置する予定か（埋設量）
・高レベル放射性廃棄物の人体への影響はどれくらいか（実効係量で平均年何
Ｓｖくらいになるのか）
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50 岡山県 匿名希望 男性 47
高レベル放射性廃棄物地
層処分のリスクが漠然とし、
わかりにくい

処分場の必要性は誰しも理解できるがずですが、処分場をかかえるリスクをわかり
やすく伝えて欲しい。

51 兵庫県 匿名希望 男性 40代 核燃料サイクル 核燃料サイクル施設の問題点は?

52 岡山県 匿名希望 男性 30代
シンポジウムの全国生中継
について

Ustreamなどで、シンポジウムの全国中継をしてはどうでしょうか？数千円のwebカ
メラさえあれば中継できるそうです。

http://www.atmarkit.co.jp/fwcr/design/benkyo/webstudy07/01.html

53 東京都 匿名希望 女性 50代
「地層」処分とは？
要するに地下埋設という意
味なのでは？

地下という言葉を使わないのは、失礼ながら単に地下に埋める（いわば隠す）ので
はなく、何か特別に安全な場所に埋設することであるように国民を錯覚させる目
的からなのではありませんか。もしそうでないのなら、地「層」というからには、何という
岩石を掘り当て、その中に埋める、あるいはこれこれこういう岩石とこういう岩石の
間に埋めるのだということを明示し、かつそのある種の岩石ないし岩石AとBの間の
位置が例えばガラス固化体の容器である金属を例えば酸化ないし腐食させない
特別の性質を有するのだといったことをきちんと示してください。

54 岡山県 匿名希望 男性 47 地下層処理が最終的に良政と感じられる。

55 岡山県 長澤孝子 女性 56
日本全国津々浦々で公開
討論を。誰でも、いつでも。

双方向シンポは画期的ですが、たった４ヶ所では無意味です。又、いつも新聞に
載る高レベルの広告はイメージの美化か、分かりにくく、情報性の低い、データの少
ない広告です。中高生にも興味が持てる、引きつけるアピールのある、充実した説
明の広告を。ムード作りではなく、知りたい事が全部書かれている広告を。高レベ
ル廃棄物は、各原発で保管して下さい。これは最も、マイナスを減らすためです。
全ての原発の運行、増設、新設を、ただちに止めて下さい。ベトナムへの輸出も中
止して下さい。現在、保有している予算は、全て廃棄物管理に回し、全ての従業
員は、脱原発への変換に従事して下さい。グリーン電力を各電力会社に義務化
し、全ての国民に通知し選択の自由を保障し、国民の意思を一人一人、明示
出来るようにして下さい。双方向シンポの内容と、意見・質問は、詳しく、できるだ
け全部新聞の全面広告くだいの面積を使って、読み易く、公開して下さい。市民
は、今回のシンポジウムにも来たくても来れない人が沢山いるのです。

Ｑ：なぜ、岡山で第１弾が企画されたのですか。４ヶ所の選定基準は何ですか。ド
イツでの高レベル処理済廃棄物の返還輸送に、なぜあれだけの反対があったので
すか。

56 岡山県 匿名希望 男性 20代
高レベル放射性廃棄物処
理の現状を知りたいです。

岡山大学で放射性廃棄物の地層処分について学び始めました。
何もわからないので、今回このようなシンポジウムが岡山であるということで、参加さ
せていただきたいと考え申し込みさせていただきました。
よろしくお願いいたします。

57 岡山県 匿名希望 男性 65 雇用
地層処分施設をつくるとしたら、その地域の住民を優先的に雇用するなど、雇用
の面まで考えているのか、教えてほしい。

58 岡山県 匿名希望 男性 50代

日本のエネルギー資源は脆弱であり，安定して供給できるウラン資源を燃料とす
る原子力発電は，供給安定性に優れている。原子力発電で使用した燃料を再
処理して，有用な資源であるＵ・Ｐｕを回収した後に発生する高レベル廃棄物（ガ
ラス固化体）は，適切に処分することが必要である。ガラス固化体は，発熱するも
のの放射性物質を確実に閉じ込めることが可能で，地下深くの安定した地層に
埋設することで安全に処分することが可能と考えます。

59 広島県 大住元美登里 女性 60代
対症療法に過ぎない地層処
分。根本的な原発政策の
転換を。

国民の納得が得られない原子力発電に、どうしていつまでも政府や電力会社がこ
だわるのか？他に発電方法があるのですから、地球に負荷をかけない自然エネル
ギー利用の発電に精力を傾けてほしいです。放射能汚染を抜きににしても、原発
は「海水温め装置」に過ぎないとのこと。それだけを取り出しても、地球温暖化を
過速させます。今回、どうしても聞いてみたいことは２つあります。1つは、上に書い
た何故原発に固執するのか？2つめは、地層処分の安全性をどのように検証する
のか。誰が責任を持って数万年の管理をするのかです。
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60 北海道 匿名希望 男性 55
なぜ原子力はウソ・暴力なし
で成り立たないのか？

61 北海道 匿名希望 男性 49
高レベル放射性廃棄物の地
層処分は反対です。

意見・質問の字数まで制限する姿勢自体問題だ。

62 北海道 匿名希望 男性 80 地層処分反対。 地層処分実規模設備整備事業直ちにやめなさい。

63 北海道 匿名希望 男性 65 地下に埋めると思うんだけど地下水に影響が出ないか心配です。

64 北海道 匿名希望 男性 72

①原子力発電の基礎研究と安全意識の研究は、どのように進めているのか？
②原子力エネルギーをテロ意識人物が自己中心的に活用することの程度と対策
について？
③多国間で原子力施設を攻撃または破壊しあう場面が永久にないという保証は
あるのか？

65 北海道 匿名希望 男性 62
資源の少ない日本においては原子力発電は不可欠と思います。その上で、安全
性を担保していく事は当然でありますが、今後の発展、推進に期待をいたしたいと
思いますとともに、今後とも国民の理解を深める努力をお願いいたします。

66 北海道 匿名希望 女性 50
モノを消費した結果発生する
ごみ　家庭系と事業系

①ＨＬＷって家庭系ごみ？事業系でしょうか？法律では取り扱いはどうなっていま
すか？②地層処分するｓｉｔｅは、国内に1か所だけで大丈夫なのでしょうか？リスク
マネジメントその他の観点から考えて1ヵ所で本当に問題はないのでしょうか？
③これからも不自由なく電気を使い続けていきたい個人としてどのような意識をもっ
て行動すると良いでしょうか？
④市民にＨＬＷ最終地層処分の緊急性を訴えるために「非常事態宣言」を将来
用いることは考えられますか？

67 北海道 匿名希望 男性 30
最終処分地選択が難航す
るのならば・・・

あまり難しいことはわかりませんが・・・最終処分地が必要なのに、それを受け入れ
る自治体がないことが問題だと思います。依然として反対運動が続いているという
事も認識しなければなりません。自分たちが使う電力としての核のゴミであるにもか
かわらず、誰もが敬遠したいという現状です。そうであるなら、誰もが引き取りたがら
ない核廃棄物が出るような発電は、早いうちに転換してしまったほうがいいと思うん
ですけど。

68 北海道 匿名希望 男性 30
今後のエネルギー開発につい
て

深地層処分研究センターのある幌延の近く稚内市では、太陽光や風力など自然
を活用した発電の研究がすすめられ、市民から期待もされています。
既に存在する廃棄物の処分については、国として考えなければならないのは理解
できますが、安全性に確証のない廃棄物をこれ以上増やさない（または現状以上
のハイペースで増える）など、今後の方向性を示した上で処分問題をすすめる必
要があると思います。

69 北海道 匿名希望 男性 76 今後、老朽経年化した解体設備は、どこにどのように処分するのか

70 北海道 匿名希望 男性 67
終了後の原発が設計から改修補強のため解体できず放置されているとのことだ
が？

71 北海道 匿名希望 男性 50
地震国である日本で地層処
分・原発は危険すぎる

地震国である日本で、地層処分をして安心できる地域などない。放射性廃棄物
の処分を議論するのではなく「放射性廃棄物を出さない」つまり原子力発電を中
止することを議論すべきです。事故が起きれば、また被爆者を増やすことになる原
発と地震が起これば人が住めなくなるような地層処分には絶対反対です。また過
疎地に処分場を押し付け、交付金で弱みにつけ込むやり方になることは明らか
で、このようなやり方はあらためなければならない。電気だけでなくきれいな水も空
気も安全な食べ物も過疎地（地方）で作られていることを考えないと日本に安心
して住める場所がなくなってしまう。スリーマイル・チェルノブイリを忘れてしまうほど人
間は愚かではないと信じたいです。将来、日本は人口が減少し、省エネ技術が進
み、電力消費量はどんどん減り、消費する電力は現在の３割以上減少します。
原発がなくても十分に賄えます。脱原子力社会をともに作りましょう。
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72 北海道 匿名希望 男性 今の化学でどこまで安全か分かりやすく教えてほしい。

73 北海道 匿名希望 女性 30
異なる意見をもつ一般の市民の方同士(専門家ではなく)が率直に議論できる場
を、どのように作っていけばよいと考えていらっしゃいますか？

74 北海道 匿名希望 男性 66
自然を無視した、埋め捨てのための地層処分の研究を即時中止し、地層処分の
事業をやめろ！！

75 北海道 匿名希望 男性 60
100％安全な廃棄物の処分
方法はありえるのか

放射性廃棄物は何年間埋めて隔離すると安全な放射量になりますか。

76 北海道 匿名希望 男性 60 廃棄物の処分について
高レベル放射性廃棄物は大深度地下に埋設すると考えられていると思いますが、
埋設に限度があるのでは？また、本日のテーマではないが「低レベル廃棄物」の一
般的な処理方法はどのような方向に向かうのか教えてほしいです。

77 北海道 松宮　和男 男性
70代
以上

本問題は「我が国エネル
ギー問題の基幹」です。

我が国は原爆被害を受け、国民は核アレルギーを持っています。これを解
決するには、分かりやすく「核廃棄物処理」の説明が欠かせません。今回の
お話の内容が分かり易い事に期待しています。

78 北海道 後藤雅春 男性 40代
地層処分施設の建設推進
について

　資源の乏しい日本において、エネルギーセキュリティの確保、地球温暖化
防止の観点から、原子力発電と原子燃料のリサイクルは重要です。
　また、これらを維持していくためには、高レベル放射性廃棄物の処分施設
は不可欠であるため、地層処分の安全性に関する広報を強化しつつ、処分
施設建設の合意形成を粘り強く図っていくべきと考えます。

79 北海道 匿名希望 男性 50代
高レベル放射性廃棄物の
地層処分について

原子力発電、核燃料サイクルの必要性・重要性、高レベル放射性廃棄物の
地層処分についての必要性、安全性について説明・議論し、高レベル放射
性廃棄物の地層処分について、広く国民の理解が得られ、処分場の立地が
実現するよう進めてもらいたい。

80 北海道 匿名希望 男性 50代
高レベル放射性廃棄物の
危険性

原子力発電の原子炉から出る高レベル放射性廃棄物の処分についての処
理技術の安全性について遅々として技術開発が進んでいないのではないか
と思います。
安全にコントロールできないのであれば、これ以上の原子力発電にのみた
よるのは片手落ちではないでしょうか。再生可能なエネルギー開発にも力を
入れるべきだと思います。

81 北海道 匿名希望 男性
70代
以上

順序が逆じゃないですか？

原発を作れば、どういう廃棄物が出るか？分かっていなかったとでも云うの
でしょうか。まさか・・・ね。
それで、さんざん原発を作っておいて、さて、廃棄物はどうしましょう？はな
いでしょう！

82 静岡県 匿名希望 女性 50代
まずはしみじみ反省し、
早く方向転換を。

「安全に処分できる」といくら言われても、それは「危険なものである」というこ
との裏返しであり、ないほうがよいに越したことはありません。すでにできて
しまった分が沢山あるのですから、極力これ以上増やさない努力をすべきで
す。欧州諸国、中国、インドでさえ、自然エネルギー企業は日本のトップ企業
に迫る成長率で伸びているというのに、日本だけは何故いつまでも原発にし
がみついているのでしょう？
太陽光や風力だけでなく、地熱や波力発電にも成功しているというのに、何
故もっと予算をまわして開発させないのでしょう？
ドイツが数十年でできたことに日本は「百年かかる」などと言っていたら、日
本人は無能なのかと思われるでしょうね。地層処分はどこであれ深く掘れ
ば、必ず地下水に当たるといいます。地下水汚染の危険があります。また、
容器の务化などの監視を責任をもって行うとすれば、当然地上のほうが有
利でしょう。

83 北海道 匿名希望 女性 50代
高レベル放射性廃棄物の
リスクコミュニケーションを
広げよう！

原子力発電の電気を使っているひとりひとりが、高レベル放射性廃棄物をど
う処分していくかを考える時が来ていると思います。次世代に先送りせず、
今、リスクコミュニケーションで日本のエネルギー問題の課題の一つを議論
すべきと考えます。
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84 北海道 匿名希望 男性 30代 次世代に安心安全を保証するエネルギー政策について学びたい。

85 北海道 匿名希望 男性 40代
ガラス固化と地層処理の
技術的完成度は？

２０世紀から高レベル廃棄物をガラス固化体としてキャンニスターに詰めて
地層深く埋めて処分することを広報されていましたが、未だに実現していま
せん。技術的にどこまで確立されているのでしょうか？まだ、技術的に未熟
というのであれば、あと何年すれば確立した技術となるのでしょうか？２０世
紀の当時は２１世紀には処分技術は確立しているといわれていましたが、未
だに実現できない原因は一体何故ですか？

86 北海道 匿名希望 男性 50代 処分地
原子力発電所の必要性は理解できる。
電力を利用している所で処理も行うべきでないか。
発電所から出た廃棄物はその地域で処理することがベタ－。

87 北海道 匿名希望 男性 50代
原発建設に必要なコストに
ついて

原発から生産される放射能物質のほんのひとつである猛毒のプルトニウム
でさえ、半減期は２万年とも言われ、たかだか30年の電気を得るために子孫
に何万年も恐怖の遺産を残すおろかさを感じます。
また、原発建設によって発生するものは、生産から安全になるまでの最終処
分完了までをきちんとコスト計算する必要があります。
是非、包み隠さずに今までとこれからの原発・放射能廃棄物再処理施設・最
終処分施設の建設費・処分費コストと国の負担分を教えてください。

88 北海道 大橋俊行 男性 50代
エネルギー問題は現実を
考えて、大局的な見地で
行って下さい。

最終的なエネルギーとしては自然＇再生可能（エネルギーが主流になるべき
とは思いますが、現状では様々な問題があり、それが実現するのは100年～
200年以上先になると予想しています。それまでのエネルギーとして＇グリー
ンピース創設者パトリックムーア氏も認めたように（原子力の割合がある程
度増加するのは仕方のないことです。代替エネルギーについて、自己満足
的な理想論はあったとしても実現可能な方法論もなく、原子力だけを反対す
るという偏見が理解できません。放射線についても調べてみたところ、規制
値は科学的合理性を欠く程に安全側で管理されているようです。HLW埋設
に関しても専門家のお話を聞くと、誠実に真摯に取組まれているように感じ
ます。埋設候補地の選定は、NINBY問題等があり難しいかもしれませんが
早期に解決し、また埋設技術についてもより安全な方法を確立して欲しいと
思います。

89 北海道 北澤由利子 女性 50代
高レベル核廃棄物は東京
などの都会で管理しよう

嫌なものは過疎地に、ということはしないで、東京、札幌、などの都会で管理
しましょう。
多くの人が住んでいるところは、危険？
ならなぜ危険なものを、作り出しているのか？
東京や札幌の人たちが反対する？
なぜ反対するのか？
それは、危険とわかっているからでしょう？

90 北海道 匿名希望 男性 50代
放射性物質の拡散につい
て、総合的な視点を持つべ
き

高レベル放射性廃棄物の処理について、もう人類はその責任から逃れるこ
とができません。人間の英知を集中して検討すべき時代です。
問題は、そのことさえ未確定なのにあまりにも安易に世界中に放射性物質
が拡散していることで、この不可逆的な人類への危機は今止めなければ半
永久的な将来にわたって大問題を引き起こします。
大きく分けると务化ウラン弾の使用と原発の輸出で、日本はそれらについて
警告を発さなければならないのに逆に目をつぶったり推進している。
本当のことを今こそ公表すべきです。

91 北海道 藤原啓子 女性 50代 未来の安心・安全に

地球温暖化対策と称して、原発・プルサーマルを利用しています。
その結果出る「核のゴミ=猛毒の固まり」を「処分」と名付けて、見えない地中
に置くだけというのは、始末したことにはなりません。後始末を未来に引き継
ぐことになります。
子どもの将来に、障害になるものを、残したい親がいるでしょうか？
「危険物」を後世に残すことは、現代を生きる私たちが、余りにも傲慢すぎる
ように思いますし、将来に渡って事故が心配です。
未来の安心・安全を考えると、今費用がかかっても、核のゴミ、特に高レベ
ル放射性廃棄物を出さないエネルギー政策を選んでほしいと思います。

92 宮城県 武藤北斗 男性 30代
反対するのに代替案など
必要ない

高レベル放射性廃棄物が出てくる事は何十年も前から分かっていたはず。
「放射能のゴミがあるのが現実問題で、代替え案がないのに反対するのは
無責任」という学者がいますが、逆に処分場を決められない状況で核燃サイ
クルを推進し、放射性廃棄物を作り続けている事が無責任な行動だという事
を自覚してほしいです。特に我々若い世代はこんな恐ろしいゴミの処分場も
決められないくせに無責任に核燃を推進してきた大人に怒りを感じていま
す。まずは核燃サイクルをとめ、それからゴミをどうするかを考えるのが筋と
思います。これ以上、核のゴミを作り続けるのはやめるべきです。そして、未
来のエネルギーが心配ならば、核燃サイクルに使っている膨大なお金を自
然エネルギーの研究にまわせば解決するでしょう。
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93 神奈川県 匿名希望 男性 30代 必要だけど・・

何か起きた時とか地下に埋めたとしても土壌汚染の影響が本当にないのか
とかもしあっても自分の住んでいる所じゃなければいいかもとか思ってしま
う。ちょっと違うけど普通のゴミ処理場や沖縄の基地問題と同じ感覚になる。
必要だけど自分の地域にはあって欲しくない。

94 北海道 匿名希望 男性 60代
高レベル放射性廃棄物の
安全な管理には社会的安
定性が前提では

札幌のシンポジウムに参加したが、地層処分反対のＹ氏が「高レベル放射
性廃棄物＇以下「ＨＬＷ」（は再処理の過程で発生する」と誤認していたことが
明らかとなった。使用済み燃料そのものがＨＬＷであることを認識せずに反
対意見を述べても、説得力に欠けると言わざるを得ない。Ｙ氏は、発生済み
のＨＬＷは地層処分に依らず、人間が管理すべきとの俗耳に入りやすい意
見を述べているが、本当に数百年単位での管理が可能と考えているのだろ
うか。長期間の安全な管理を可能にするためには、社会的安定性が保たれ
ていることが絶対に必要であろう。数百年後も今のような「平和な日本」が続
く保障は誰ができよう？将来、社会的混乱が生じたときにこそ、ＨＬＷが身近
にあることに恐怖することになるのででないか。ＨＬＷの管理と社会的安定
性は、もっと論議されて然るべき課題だと思う。

95 兵庫県 匿名希望 男性 40代
原発は、なぜ電力の大量
消費地に建設しないので
すか？

阪神エリアで使う電気を、なぜ離れた北陸福井の原発で発電するするのか
教えて下さい。長距離の送電は電気をロスしてもったいない。電力の大量消
費地に原発が有れば、長距離送電によるロスを防げるし、発電時の温排水
の熱でコジェネもでき、エネルギーの利用効率が上がるので二酸化炭素の
排出量をより減らせる。なので阪神エリアに原発をつくる方が良いのではな
いか。私達が使う電気は、私達の住む地域で作る！住民の反対の中で原発
建設が始まった山口県の祝島は、生物多様性の観点でとても貴重な場所
で、良い漁場。原発建設で喪失する自然の処理能力を金額換算すると、多
大な損失になるのではないか？阪神臨海部には、使われていない埋立地が
たくさんある。ここに建設すれば、原発のエネルギーを効率良く使える。電力
を大量に必要としない地域に、原発の負担を押しつけるのはやめて、モック
ス燃料専用炉と再処理施設を阪神エリアに建設してはどうか？

96 愛知県 匿名希望 男性 40代
廃棄物は既に発生してい
るので現実的な対応を考
える必要がある

既にガラス固化体が発生し青森県等で保管されているという現実を直視し、
この問題からは逃れなれないことを共通認識とすべき。
長期間地上で保管し続けることは子子孫孫に負担を強いることになり現実
的ではないことを考えると地層処分が現実的な対応策になるのではない
か。

97 愛知県 田中 良明 男性 60代
議論の出発点は、新規の
高レベル放射性廃棄物を
発生させないこと

現状では、高レベル放射性廃棄物を安全に処分することはできない。少なく
とも、安全に処分することができると確認することはできない。
したがって、当面は、既発生のものは人間が常時監視できる態勢で保管し、
新規の発生は回避すべきである。これは原発の運転を停止することを意味
するが、原発は日本の最終エネルギー消費の６％程度を賄っているにすぎ
ないから、省エネ等により対応可能である。なお、原発大国フランスの例か
ら明らかなように原発依存は温室効果ガス排出抑制に有効ではない。

98 愛知県 匿名希望 男性 40代 地層処分は絶対必要！

原子力は、化石燃料に代わる唯一の基幹一次エネルギーである。我々は、
化石燃料による利益を享受しておいて、次世代に貧しい生活を押しつける
のは理不尽である。更なる原子力の活用に期待するが、再処理、高速増殖
炉、地層処分の３つの課題を克服しなければならない。本日のテーマは地
層処分なので、それに限定すれば、安定した地層に放射性廃棄物を隔離す
れば全く問題ない。数十年先のエネルギー問題と、あったとしても数百～万
年先の地層汚染＇それも限定的（とどちらが重要か？私は自宅の地下でも
構わないがやはり科学的調査し、より安定した地層に隔離するのが望まし
い。

99 愛知県 安楽 知子 女性 40代
事業者の「営利活動」で生
じる産業廃棄物の発生者
責任は明確に

電力会社は、オール電化等で販売電力を拡大しながら、利益の上がるベス
トミックスの中で原子力発電を選んでいるのである。その結果発生する産廃
の処分が極めて困難で、発生から40年たっても処分できないのであるなら、
事業者には当然それを発生させない方法や回避策を講じる責任があった。
しかし、未だに「処分場を受け入れてもらえない。どうしよう」と言いながら、
際限なくこの厄介な産廃を発生し続けている。
しかも、一般消費者である「国民一人ひとり」には、電源選択の決定権がな
いにも関わらず、この産廃の処分の責任を迫るような広告を盛んに行ってい
る。発生責任者＇事業者が作る認可法人NUMO（自身が、湯水のようにお金
＇元は電気料金（を使ってやっているのだから甚だ厚かましい。原子力を選
んだ覚えのない人も、既に処分費用は払わされている。国策だから国民に
責任があると言うなら、私たち５０kＷ未満の契約者に電源選択の権利を与
えよ。
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100 愛知県 村上 喜久子 女性 50代
技術レベルがお粗末過ぎ
る

ガラス固化体の製造が頓挫しているが、あまりにも技術レベルがお粗末過
ぎる。各地の原発の事故や地震による破損、機器の点検漏れや老朽化によ
る損傷も頻発している。
しかしこの技術レベルこそが現実ではないか。そもそも高レベル放射性廃棄
物を100万年という年月にわたって安全に管理できると言う理論自体、机上
の空論である。

101 岐阜県 早川 しょうこ 女性 60代
今さら「どうする高レベル放
射性廃棄物」だなんて！

近くに寄っただけで相当量の被曝をしてしうほど放射能が強く、何十万年を
超える管理や隔離を必要とするのが、高レベル放射性廃棄物です。
そんなやっかいなゴミは原発が稼働すればできてしまうことは自明の理のは
ず。それを今になって「どうする」と問いかけのは責任の転嫁にすぎず、ごま
かしです。
このようなごまかしは、20年間の研究をするといって地元を黙らせ、高レベ
ル放射性廃棄物の処分研究をする超深地層研究所を造り、今になってその
20年が延長されたことなど、研究だけでなく処分場にとつながっていることに
も通じます。根本の問題は原発を止めようとしないことです。

102 愛知県 匿名希望 男性 40代
信頼は、「事実」を元に、冷静な議論＇対話（を重ねてはじめて構築できるも
の。そのためには、推進側は徹底して事実を公開し、慎重側は悪戯に不安
を煽る活動を慎むべきと考えます。

103 静岡県 匿名希望 男性 40代
原子力発電を止めた場合
の代替エネルギーの目
処？

原子力発電による放射能廃棄物を、非常に長期に、安全且つ確実に保管す
る方法が確立されていないと考えており、子孫に重大な影響を及ぼす負の
遺産と思う。
◆知りたいこと原子力発電を止めてしまった場合、代替エネルギーの目処
は立つのでしょうか？
※もう直ぐ化石燃料はなくなるのはわかっており、再生可能エネルギーでま
かない切れるのでしょうか？昭和初期にもどる？

104 神奈川県 匿名希望 女性
20代
未満

高レベル放射性廃棄物の
発生抑制に努める気はな
いのですか？

このような機会を設けてくださり、ありがとうございます。
先日原子力円卓会議2010という講演に参加してきました。そこでは、自然エ
ネルギー市場の世界的な拡大と原子力ルネッサンスはデータで見る限り必
ずしも起こってはいない、という見解が話されていました。なぜ日本には原子
力大綱というものしかないのでしょうか？自然エネルギー大綱というような指
針があってもよいのになぁと思いました。これからの世界のエネルギーに関
する動向を考えると、原子力優遇政策から自然エネルギー優遇政策に転換
していくべきではないでしょうか。高レベル放射性廃棄物の処理を考える前
に、そもそもそれを生み出す原子力発電が、主要エネルギーとして今の世
界の動向とマッチしているのか、国民のコンセンサスは取れているのか、そ
れからが先ではないでしょうか。そのための双方向シンポジウムを設定して
いただきたいです。よろしくお願いいたします。

105 愛知県 匿名希望 男性 70代 地層処分以外にないのか

資源のない日本では、原子力発電は今後大いに進めなくてはならないと思
います。そこで出る廃棄物をどのように処理するかが問題になっています。
今一番安全とされているのが”地層処分”ですが、火山国、地震国日本で安
全と言える場所があるのでしょうか。
これだけ科学が進んでいるなかで放射能をなくす＇生物に影響のないものに
変える（様な方法は研究できないのでしょうか。

106 愛知県 匿名希望 男性 60代
高レベル放射性廃棄物の
埋め捨て処分の信頼性

原発の使用済み燃料を地下３００ｍよりも深い地層に埋め捨て処分をしても
将来的に放射能の安全性に関して何の展望も今のところないのが心配であ
り不安でもある。
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107 三重県 匿名希望 女性 50代 結局・・・

思うのですが、結局最初に計画ありきで、反対の意見を聞くだけ聞くけど、そ
れだけですよね。原発なんてひとたび事故が起きたら広範囲、長期にわたり
住めない、死亡したり、病気になる、それも何世代に渡って影響がある。志
賀原発の臨界事故隠しを知った時はぞっとしました。今もどこかの原発で
データ改ざんや隠ぺいしてるのでは？と不安。
根本的に幸せ感のないエネルギー政策はやめてほしいです。地殻変動真っ
最中の地球上に原発を建てたり、放射性廃棄物を埋めたりすることは、未来
の人にどれだけ迷惑をかけるか。それなのに国民投票もせず、どんどん進
めていっていいんですかね？それにこんなシンポは一部のひとしか知りませ
んよね。
何か裏に嫌なものを感じるのは私だけでしょうか？

108 愛知県 匿名希望 男性 70代

現在注目されている高レベル放射性物質の廃棄物処分について問題化さ
れていますが、地層に安全性を確保した場所に埋める方法が取られていま
すが、岩盤の弱さ、水質など考慮に入れて設計されてると思われますが埋
蔵後、週百年、数千年、数万年と時期を過す間には地震・地増の変化など
十分に発生する可能性はあるか地上への影響は全くないとは言えない放射
性物質の半減期は非常に長く、非常事態について問題は残ると考えられ
る。

109 愛知県 匿名希望 男性 60代
現在考えられている処理
法に課題はないのか？

高レベル放射性廃棄物を地中深くに埋め込むという内容のＴＶのＣＭを時々
見ることがあります。原子力発電を使う限りは、高レベル放射性廃棄物が発
生し、今はそれを特定の保管場所に保存しているが、保管する余裕が少なく
なり、どう処理するかが問題になっているとも聞いています。
ＴＶのＣＭのような地中深くに埋め込むという方法は一つの方法ではあると
思いますが、本当にこの方法で安全なのか、という疑念が残ります。
また、また場所はどこが考えられているのか、量はどれ位になるのか、環境
に対する課題はないのか、他に方法はないのか・・・・といった情報がほとん
ど不明であることも不安です。化石エネルギーはいつか枯渇することは必然
なので、原子力エネルギーを利用することは、現時点では避けられないこと
は理解できます。
必然的に発生する高レベル放射性廃棄物の処理方法を含めて情報が少な
過ぎるのが問題であると思います。

110 東京都 匿名希望 女性 50代 地層処分について疑問

NUMOの資料を見ました。特に、日本特有の問題点について、ヨーロッパで
は地層処分されているので大丈夫であるとは書かれていますが、深部流体
は大陸内部には見られない、プレートの重なり上に位置する日本列島独特
のもので、危険であることは一目瞭然です。
また、ガラス固化体をステンレスのキャニスターに入れて埋める方式にも、
深部ではバクテリア等が金属を浸食する、水と触れるなどの複合作用がど
のように長期の時間の中でおきてくるのかは、実証不可能であり、実証でき
ない理論は採用すべきではないのは科学の基本的なルールです。
以上、地層処分計画はあきらめるべきです。処分計画が立たない原子力利
用は危険です。

111 愛知県 坪内美恵子 女性 60代
地球温暖化に原子力は有
効か？

中部電力は、コマーシャルで、原子力発電は発電時にＣＯ２を出さないから
環境にいいのだ、というコマーシャルを盛んに流しているが、放射性廃棄物
の問題や、原子力発電所の建設にコストがかかりすぎることには一切触れ
ていない。安全性の問題も他の発電よりかなり多くの問題をかかえており、
原子力発電の推進が後世に多くのつけを残すことにならないか？

112 愛知県 匿名希望 男性 ５0代
廃棄物処分の方向性など
の情報公開、及び瑞浪の
成果の活用方法

地層処分が最も安全・有効という結論があるようですが、今ある廃棄物を処
分・管理せざるを得ない状況では、国民的なコンセンサスが重要と考えま
す。それは、原発の恩恵で生活してきた国民全体が負うべき問題だと思うか
らです。このため、廃棄物関係の担当機関は、情報公開と議論を普段に重
ねられることを希望します。技術的に困難な問題があったり発生しても、安
全率の割り増し等で工学的安全を計るよりも、こういう不明・不正確な問題
があって研究している、ということを公開されるのを国民は望んでいると思い
ます＇安全率を設定したから大丈夫とした阪神高速は地震で倒壊した（。そ
れと、瑞浪ほど地質的・地学的に問題の少ない場所はないように思われ、し
かも交通輸送も大変便利です。瑞浪での研究成果を他の場所で生かす方
法と時間スケジュールをお教え下さい。
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113 愛知県 匿名希望 男性 60代
放射能汚染されたものを短時間で消去するような技術は科学的に将来的に
可能ですか？

114 大阪府 匿名希望 男性 40代
安全性の担保がどれだけ
できるか？

こういった双方向からの意見が対等に語られる場があるというのは素晴らし
いことだと思います。私自身はもともと原発自体反対でしたが、これだけ浸
透し、ひとつの産業として海外に技術を売り込むまでに成長した現在におい
ては、いかに安全性を担保にするかを考えるべきではないかと思っていま
す。

115 愛知県 匿名希望 男性 50代
高レベル放射性廃棄物の
問題を幅広く議論していく
ことの重要性

今後予想される化石燃料枯渇問題や低炭素社会に向けて原子力発電の必
要性は高まっている。その際に高レベル放射性廃棄物の問題も解決してい
く課題であり、幅広く議論をして共有していくことが重要であると考えられる。

116 愛知県 匿名希望 男性 30代 進行について
様々な立場の方がこのような場で議論をするのはよい取り組みだと思いま
す。お互いが主張し合うだけでなく，建設的な議論が行われることを期待し
ます。

117 愛知県 匿名希望 男性
70代
以上

高レベル放射性廃棄物の
地層処分について

高レベル放射性廃棄物の地層処分の可能性について、十分な説明・報道も
ない中で、岐阜県多治見市内での実験的検証作業がなされているのではな
いかと言う疑問を持っています。深地下へのボーリングをする目的やそこか
ら得られる情報を広く地域住民に公開し、地域全体としてのコンセンサスを
得てから次のステップに行くべきと考えるがどうか？

118 愛知県 匿名希望 男性
70代
以上

地層処分の理解促進につ
いて

高レベル放射性廃棄物の処理については、国民に十分理解されていないと
思料される。「環境に配慮しつつ電気で快適に生活するには再生可能ｴﾈﾙ
ｷﾞｰの利用・省エネと共に、原子力発電が必須であること。原子力発電を行
えば、MOXの使用にかかわらず国内で処分することが必要であること」処分
場が決まれば、立地市町村に敬意を払うこと＇処分に反対であっても（が国
民として必要であること。

119 岐阜県 木村厚子 女性 50代 高レベル放射性廃棄物

核廃棄物の安全な処分法もまだ確立していないのに、原発を稼動し続けて
いること、再処理場を作っていることなどに反対します。地震大国で活断層
が日本中にあるというのに、高レベル放射性廃棄物を地層に埋めることが
できたとしても、何百年、何千年間の安全を誰が保証し責任を取るというの
でしょうか。岐阜県瑞浪市が最終処分場になることだけではなく、全国どこに
も作ってほしくないです。原発政策それ自体を見直してください。

120 愛知県 鈴木成和 男性 50代
ランチョセコ原発の様に、
貯蔵施設により当面管理
すべきである。

地層処分の場合、処分の後埋め捨て状態となり、地層処分の後に何らかの
問題が発生した場合、対応は困難となり、将来世代に対し無責任という他な
い。
日本の様に、降雤量が多く、地下水も豊富で、尚且つ地震等の地殻変動が
著しい環境下において、地層処分方式を採用しようとすること自体が根本的
に誤っている。
再処理についても、放射性廃棄物の総量増加、及び、再処理過程に於け
る、クリプトン、トリチウムなどの気体、液体放射性物質の環境放出問題から
しても、なされるべきではない。そもそも、使用済み燃料の問題が解決され
た後に、原子力の利用が始められるべきであった、現時点では、現存する
使用済み核燃料を当面貯蔵保管し、確実な処理技術が確立されるまでの
間、人の手の管理下で保管する方策を取るべきではないか。

121 愛知県 匿名希望 男性 40代
最終処分地の選定方法に
ついて

このまま最終処分地に応募する自治体が現れず、国の申し入れを受け入れ
てくれる自治体も現れなかった場合、法改正も必要になってくると思われま
すが、最終処分地は、どのように選定されるのですか。現段階で考えられる
方策を教えてください。

122 愛知県 匿名希望 男性 40代
高レベル処分事業の推進
方法について

申し入れ方式が併用されることになったが、事業を進める上で、申し入れで
あって誘致であっても、地域の皆様のご理解が必要かと思う。このために申
し入れを受ける地域あるいは誘致する地域の方々が冷静に勉強したり議論
したりすることが必要であり、一方的な反対または推進としては理解が進ま
ないと考える。そこで、東洋町の際の教訓などを活かして、冷静に勉強会や
議論を進めていく方策について、今回のような双方向シンポジウムで検討を
進めていただきたい。
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123 愛知県 匿名希望 男性 50代
地層処分の具体的計画に
ついて知りたい

地層処分は、テレビの広報などで用語としては知っていますが、具体的にど
のようなものなのか、どのような計画なのかをより詳しく知りたく思います。

124 愛知県 望月晴夫 男性
70代
以上

エネルギー出前講座など
でどのようにお話を進めれ
ばよいか。

125 愛知県 匿名希望 男性 70代
化学的な知識や専門的なことは分かりません、双方の意見を拝聴したいと
おもいます。

126 愛知県 匿名希望 男性 50代
高レベル放射性廃棄処分
場選定の手法について

処分場選定の手法について公募する自治体が現れない現在、先の手法に
ついていの提示もなされず、このような場で理解を求めるのはいかがなもの
か？

127 愛知県 匿名希望 男性 20代
高レベル放射性廃棄物の
立位置について

「必要悪」という認識なのか、もしくはそれ以外の認識なのか、後者であれば
立ち位置を明確に教えてほしい。

128 愛知県 八田晋 男性 40代 文献調査 大電力消費地である政令指定都市は、文献調査に応募すべきである。

129 愛知県 匿名希望 男性 50代
原子力発電が日本には一番必要といいながら現在にいたるまで処理方法
が決まっていないのか？安全というなら東京、大阪に埋めよ！

130 愛知県 杉下芳松 男性 50代
時代遅れの原発から再生
可能のエネルギー政策へ
転換すべき

国は安全として地層処分を進めていますが、原発大国アメリカでさえ処分場
計画が白紙になりました。世界で一番危険な地震列島にどこが安全なので
しょうか？
原発は他のエネルギーよりＣＯ２は１ｋｗ時６６ｇ、発電コストも１０．６８円との
研究報告もあり、膨大な建設費、放射能をまきちらし海水の温暖化など優位
性があるのでしょうか？再生可能エネルギーの発展を妨げているだけでは
ないでしょうか？

131 愛知県 匿名希望 女性 60代 根本的解決について

原子力発電が続く限り、放射能ごみは増え続けます。夢のリサイクルと考え
られた再処理も技術面で生き詰まってます。地層処理が未来に責任がもて
ようものなのかどうか非常に疑問である今、エネルギー源を地球に外のない
再生可能なものにシフトすることこそこの問題の根本的な解決法だと思いま
す。原子力関係に投じられる莫大な予算・研究費を新たなエネルギー開発
に向けるべきだと思います。

132 岐阜県 匿名希望 女性 50代
瑞浪深地層研究所の安全
性と今後について

瑞浪にあります、深地層研究所は小中学生の勉強の為に新しい観光にとの
目的で全知事が了解し建設されたと聞いてます、でも近隣の市には毎年多
額の補助金が出ているのは他に隠された目的があるとも考えられます、
六ヶ所村で出た核のゴミが捨てられるのではとの不安がありますが日本の
地震の多い国なので経済優先の浅はかな考えは許されないと思います。

133 高知県 中山陽一 男性 50代
地下廃棄物埋め捨ては絶
対に実行してはならない！

地震の巣だらけの日本にいかに地下と言えども、安全な場所など存在しな
い！地下300mなんて、ほんの地表面に等しい。何万年も減衰することの無
い極めて危険な放射性廃棄物はガラス固化体に入れても、コンクリートで固
めても、地震で発生する地殻褶曲の自然の力の元には、卵の殻程度。ひと
たまりもなく粉砕される。そうなれば、超猛毒の放射性物質は地下水ととも
に地表に浸潤。海流、大気に乗って全世界に蔓延。人類の破滅となる歴史
的愚行を我々日本人が成してはならない！地表で管理する方が、押し潰さ
れるよりも、まだまし！

134 愛知県 匿名希望 男性 60代
高レベル放射性廃棄物地
層処分に反対

放射能を無化することはできません、安全に破棄することも出来ません、地
層の浅い深いに関わらず必ず地下水に浸透されます。廃棄ではなく原子力
発電の中止こそがもとめられなくてはなりません。

15 / 20 ページ



NO. 都道府県名 氏名 性別 年代 タイトル ご意見･ご質問

135 愛知県 安楽知子 女性 40代
既成事実を押し付けるだけ
では国民は納得しない

2000年、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律は、たった数日間の
国会審議で成立した。私は当時、国民の合意がないまま、地層処分を唯一
の方法として拙速に法制化することに反対した。それを裏付けるように、処
分法が制定されて以降、資源エネルギー庁やNUMOは、膨大な予算を使っ
て地層処分に対する理解活動を展開しているが、未だに地層処分しか方法
はないのかという質問が絶えない。今回は珍しく批判的な立場の人の意見
を公で聞く場が設けられたが、本来このような議論は法制化する以前に行う
べきものだ。議論の場を作ることをムダとは言わないが、このシンポでどの
ような意見が出ようとも、法改正する気などないであろう。常に国は、既成事
実を国民に押し付けて来るだけである。このようなやり方を続けている限り、
国民からの反発はなくならないし、建設的な議論も難しい。

136 静岡県 匿名希望 女性 30代
なぜ瑞浪で地層処分研究
を続けるのでしょうか？

　瑞浪の超深地層研究所では大量の地下水の湧出に苦慮していると聞きま
す。同所では掘削したウラン残土の処理にも困っていると聞きます。研究施
設としてもあまりにも不適切な地であり、無駄な費用を費やすことにもなり、
地層処分研究に真剣に取り組む姿勢が感じられません。
　どうしてこのような不適切な地で無理な研究をし続けるのでしょうか？

137 愛知県 匿名希望 男性
70代
以上

原発施設は大都市に
地産地消ということばがあります。原発施設は電力の大消費地である大都
市に設置すべきではありませんか。危険がないといいながら、環境にいいと
いいながら、なぜそうしないのですか。

138 茨城県 匿名希望 男性 60代 安全性の考え方
原子力に限らず様々な技術について１００％の安全はないが、一方でリスク
を許容しながら生活している。放射性廃棄物についても十分な安全性の担
保を前提にリスクを許容することが可能ではないか。

139 千葉県 匿名希望 男性 40代
推進派の方から見たとき
の地層処分の問題点は何
かありますか？

地層処分は他の方法に比べたら比較的安全な方法かもしれませんが、１０
０％安全というわけではないと思います。推進派の方から見た場合の心配
事、問題点などありましたら教えてください。

140 千葉県 川端康正 男性 20代
一体、いつ、どこに、誰が、
どれくらいの間、どうやって
保管？

　日本ではどこに行っても嫌われ者の高レベル放射性廃棄物。一体、いつ、
どこに、誰が、どれくらいの間、どうやって管理していくのか？それが決まら
ないうちは合理的にいって、既存原発は仕方がないとしても、新規の原発建
設は避けるべきだと思う。国策として莫大な補助金を投じて原子力発電を推
進してきたのだから、事業者とともに、責任をもって高レベル放射性廃棄物
の処分について十分に議論を重ねてほしい。また、議論の場は多くの市民
の参画ができるようにオープンにするべきである。一部の関係者の意見や
中央的な考えで安易な決定をしてほしくはない。この問題は意思決定までに
多くの時間を要することだと思う。非常に苦しいことだと思うが、これも責任。
地域振興に名を借りたお金さえ出せばの古い手法などの荒業は使うことの
ないよう、科学的に合理的な方法を選択していくように努力をみんなで重ね
ていきたい。

141 千葉県 竹川未喜男 男性
70代
以上

高レベル放射性廃棄物対
策と２１世紀のエネルギー
政策

人類にとって再生可能エネルギーこそ２１世紀のエネルギー政策であるべき
だと思います。ドイツなどに代表される欧州の脱原子力エネルギー政策と
か、自治体や市民の核廃棄物への敏感な反発などは行き過ぎなのでしょう
か。

142 神奈川県 匿名希望 男性 60代
高レベル放射性廃棄物処
分問題の方向性

前略、
　「将来、あるい次世代の人々につけをまわさない」というのは原発推進派も
反対派も同じ意見だと思います。こういう発想がどこからうまれているのか、
といえば、今ある私たちにとって、高レベル廃棄物の増大、使用済み核燃料
の増大問題の解決手段をもってないからではないでしょうか？このように述
べるのは、これらの現在の貯蔵方法が場当たり的、つけまわしスタイルでし
かないからです。
　したがって、問題の根本的な解決のためにはどうしたらよいのかを聞きた
いです。

143 神奈川県 匿名希望 女性 50代
「電気のごみ」という表現は
ごまかしである。即刻やめ
てほしい。

エネ庁の入札事業である「放射性廃棄物ワークショップ」のタイトルに使われ
ている「電気のごみ」という表現はごまかしである。なぜ高レベル放射性廃
棄物を電気のごみとしているのでしょうか。あくまで原発を動かすから、そし
て再処理をするからでできてくるのが高レベル放射性廃棄物です。この肝心
なところをごまかしていたのでは、高レベル放射性廃棄物の処分の問題を
ほんとうに理解することはできないと思います。
この双方向シンポジウムでは「電気のごみ」という表現は一切使用されてい
ないけれど、同じエネ庁の委託事業でこの表現が使われ続けているのは欺
瞞だと感じます。
来年度からは一切この表現を他の委託事業などでも使用しないようにしてく
ださい。

144 群馬県 匿名希望 男性 30代 処理場所選定
処理場所に公募がなかった場合、強制的に処理場所の選定を行うこともあ
りうるのか？そのときの、優遇や近隣地域の説得をだれがどのようにしてお
こなうのか？
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145 神奈川県 伊藤勝美 女性 50代
高レベル廃棄物を地下深く
に処分することは認められ
ません。

漏れた場合に確認する方法も難しく、対応も難しいと思います。地下水を汚
染し、放射性物質の汚染を環境にばらまくと思います。放射性物質の無毒
化は、どうしてもすることができないのですから、まずその発生を止めること
からしか　話は進めません。パンドラの箱を一刻も早く閉じましょう。

146 東京都 飯島政義 男性 40代
核燃料サイクル推進派･慎
重派の公開討論の継続実
施

核燃料サイクルが国策である以上、サイクルについて推進派･慎重派の公
開討論を国が主催して、今後も継続していってほしい。

147 愛知県 匿名希望 男性

1/30の双方向シンポジウムに参加しました。フロアとの質疑応答の場面で、
会場からの意見に対し、パネリストからの応答がされていましたが、パネリ
スト側＇特に国側（の応答が言いっぱなしの状態になっており、応答について
の疑問を再質問することができない形になっており、一方通行で終わってし
まっていたと思います。回答、応答に疑問点がある場合は、その事を再質問
出来る形にしなければ、本来の質疑応答にはなり得ません。その事が担保
される形の場の設定にされる必要があります。もう一点は、資源エネルギー
庁の側＇担当者（が、盛んに、地球温暖化防止のためにも、原発をという旨
を、口にされておられましたが、原発の核分裂で発生する熱エネルギーの３
分の２を環境中＇主に温排水として海洋中（に捨てられている状態にある事
には一切触れず、温暖化防止を原発推進の口実にされることは、詭弁と言
う他ありせん。１００万ｋｗ級の原発一基から排出される温排水の流量は毎
秒７０～８０トン程もあり、その量は一級河川にも相当する程のものです。膨
大な量の７～８℃高い温排水を海＇環境中（に放出させる原発を、温暖化防
止と結び付けて伝えられる行為は、一種の詐欺行為ではなかろうかと思い
ます。高レベル放射性廃棄物＇このような呼び名も適切かどうか疑問です
が（は、地下に埋め捨て状態にするのではなく、確実な処理技術が確立され
るまでの間、人の手の管理下の元、当面貯蔵保管すべきと思われます。そ
の具体例としては、アメリカ、カリフォルニア州のランチョセコ原発の使用済
燃料貯蔵庫の様に、地上等で保管管理する形が望ましいと思います。

148 東京都 匿名希望 男性 70代
放射性廃棄物は地下に埋めているようですが、他に方法はあるのでしょう
か？

149 神奈川県 小倉志郎 男性 60代
先ず高レベル放射性廃棄
物とはどういう物か国民に
知らせるべき

高レベル放射性廃棄物をどうするかについて国民が議論することはとても
良いことですが、その前に議論の対象となる高レベル放射性廃棄物とは一
体どういう性質のもので、どのようにして生まれて来たのかについて詳しく国
民が知る必要があります。

150 神奈川県 大山健一 男性 30代
高レベル放射性廃棄物処
理のあり方

①海外では「地層処分」に決定している所があると聞きますが、その安全性
はどのようになっているのか？
②安全性が担保されるのであれば、我が国でも「地層処分」を行うのがよい
かと思いますが、なぜ進まないのでしょうか？
③自分で出したごみを自分で処理するという原則からすれば高レベル放射
性廃棄物といえども、きちんと自分たちで処理するのが正しいと思います
が、そのあたりの国民意識はどうなっているのでしょうか？

151 福島県 匿名希望 男性 60代
原発による放射能環境問
題は如何考える

何故　原発の増設を急ぐのか？　
放射能廃棄物の処理技術が確立されてない。放射能半減率は千年単位
その場所に人間は住めないのです。原発の耐用年数を長くしたがその根拠
は、現場ではデータの改ざんが報道されているのに！＇運転・保守を請負さ
せているからではないだろうか？（有事になれば原発が狙われます。爆発す
れば半径数十Kｍは廃墟となるのです。この様な原発を国がトップセールス
して日本は責任取れるのでしょうか？中国や韓国の原発が爆発したら放射
能が偏西風に乗って日本上空に来るのです。危機管理はどうする。！

152 千葉県 匿名希望 男性 60代

国際条約から見て、日本はゴミ輸出はできない視点から見て、日本国内の
地層処分は必然であり、国やNUMOが地質学的に見て適地という地域を公
表して、その適地に対しての選定した理由を開示し、地域の方に説明し、今
までのごとく時間を空費しないこと。適地であれば、人口が密集した大都会
であっても、候補地の選定に入れてよいのではないか。

153 東京都 依田謙一 男性
70代
以上

高レベル放射性廃棄物の
処理について

原子力発電の有用性は充分理解する。しかし、察せ意する高レベルの放射
性廃棄物の累積は、将来に大きな課題を残す事になるのではないか。技術
の進歩により、課題解決の見込みはあると言い切れるのだろうか。単なる期
待だけに頼る事は、人類の破滅に繋がりかねないと思うが、その限界は何
かを説明されたい。
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154 神奈川県 荒井優紀子 女性 50代
未来のエネルギー必要量
について

人口減少や人件費の上昇は、低い賃金で多くの労働力を前提としていた工
業の１部を、低賃金で労働力を確保できる海外移転をはかるという結果引き
起こしました。これからも人口は増加に転ずることはなく、また賃金も多くの
アジアの国の水準になることはない　と考えますが、そのような流れのなか
で、どうして日本のエネルギーの消費量が加速度的に多くなっていくのか理
解に苦しんでいます。詳しい説明をお願い致します
またその事が前提となって多くの政策が立てられておりますが、いかがで
しょうか？

155 埼玉県 高橋峰子 女性 50代
日本のエネルギー政策、こ
のままでいいの？

出席者の方々におききしたいこと
・国の方針、エネルギー政策をどう思うか？
・内部規定も含め、安全性の決め方基準は妥当か？
・事故情報など、報道の在り方をどう思うか？
・高レベル放射性廃棄物を適切に処理できる方法は
　進化しているのか？新たな技術はあるのか？　
・廃棄物処理に関する＇賛成派、反対派双方から（
　最新情報を聞きたい

156 東京都 匿名希望 男性 60代 放射能廃棄物の地下埋め込みについて、将来への懸念

157 東京都 匿名希望 男性 60代 標題への意見、質問

　私が、知っているのは、溶けたガラスの中に封じ込めて、地下何千メートル
かの深い所に、封じ込めるとゆうことで、場所は、未だ決定していないとゆう
ことで、誘致場所を探している状態とゆうことです。未だ、場所は、決定して
いないのでしょうか？
欧米では、岩塩を掘り出した地中深い場所に、封時込めるての処理方法で
の処理を、行っていると聴いたことが、有ります。本当でしょうか？

158 東京都 匿名希望 男性 50代 固化は安全か
高レベル放射性廃棄物の全ての元素が固化できるのだろうか。難しい元素
がありそうだ。

159 埼玉県 櫻博子 女性 60代
中立・中間機関の設立に
ついて

一歩先を行く国に学んで、日本にもこのような機関が必要ではないでしょう
か？
是非、ご検討をお願いいたします。

160 千葉県 匿名希望 男性 50代
エネルギー問題解決のた
めに

　私は、日本はエネルギー＇新エネルギーを含む（開発の研究に資金を惜し
んではいけないと思う。現在の軽水炉のさらなる安全性の確立、高速増殖
炉の経済ベースでの運用確立ができること、そして今世紀中に核融合によ
る発電が実験段階でも可能になることを望んでいる。そのための資金は如
何に国の財政が苦しくても惜しんではならない。我々の子孫のために一つぐ
らいいいことをしてあげなければいけない。完成したら、中国がコピーできな
いようにブラックボックス化すればよい。その前に中国に日本国自体が乗っ
取られないように国防力を強化することだ。

161 東京都 匿名希望 男性 40代 議論の仕方について

今まで参加したことがないので、どのような形で議論が進められたのか存じ
ませんが、議論がかみ合うような進め方をしていただきたいと思います。
安全性について片方は放射性物質は漏れない、漏れても安全なレベルと言
う。片や漏れたら土壌汚染が起こって大変という。こういう議論をしていたら
どちらも正しいということになる。
また片方は原子力政策そのものを否定する。片や処分事業の必要性や安
全性を強調する。やはり、的を絞った議論をしていただきたいと思います。

162 東京都 匿名希望 男性 40代
私たちは何を知っていて何
を知らないのか。

私たちが耳にする原発に関する議論は推進脈、慎重脈双方どこか噛み合っ
ていない気がしていました。お互いが空虚に向かって発言しているようで。で
すから、まさにテーマに挙げられているとおり、「何を議論すべきなのか…そ
の全体像を考える」ことが今、私たちにとって大切な気がしています。一歩前
に踏み出してエネルギーの事を考えるために。論点はどこにあるのか…今、
何が起きているのか、私たちは何を知っていて何を知らないのか問題系を
整理する必要がある。当事者としてまずは関わることからはじめたい。

163 東京都 匿名希望 女性 60代
「何を議論すべきなのか」
に関心を持ちました。

原子力について、私のような一般的人はほとんど何も知りません。
原子力発電が行われていると言う事はテレビのコマーシャル等で知っていま
すが、具体的に水力発電や火力発電との違いなど詳しいことを知りません。
原子力即危ないと思う人が結構多いのではないでしょうか。でも、何で危な
いと思うのか、どこが危ないのか、どこが解決できれば安全と言えるのか、
その辺について答えられる人は少ないと思います。私も分かっていません。
つまり、原子力について確かな知識を持っている人が少なく、一般向けの情
報も今まで不足していたので、どこまで危険性があって、どの辺は安全かを
判断する基準がなかったと思います。国民一般に議論出来るだけの土台が
揃っていなかった。土台作りと議論すべき内容を是非造っていただきたいと
期待して参加したいと思います。
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164 東京都 岡本賢一郎 男性 30代
予算を社会的な納得費用
よりも、科学的な安全費用
に投資すべき。

なぜ、高レベル放射性廃棄物の処分地について、自治体に自ら手を挙げさ
せるのでしょうか。財政の厳しい自治体を、金という餌で釣ろうとする意図が
見えて仕方ありません。それに、国や電飾会社の責任逃れだと思います。ま
ずは、科学的根拠に基づいて、処分が適切な場所を示すべきだと思いま
す。また、住民への広報など社会的な説得費ばかりに巨額な予算を費やす
くらいなら、地下３００メートルをより深くするなど科学的な安全性に投資する
べきです。それが厳しいなら、宇宙投棄や海底地盤への処分を含めて検討
するなど、社会的費用ではなく科学的費用に投資して欲しいと思います。

165 東京都 匿名希望 女性

・原子力利用開始時に廃棄物についても同時に行なうことを計画されなかっ
たのは、なぜか？
・仏のように国民の原子力利用賛成を得られるよう、国も電力会社も誰でも
分かりやすく教えて欲しい。

166 東京都 松田勇三 男性 60代

地層処分の設置可能性を調査する区域の公募が始まり、地層処分に向け
ての活動は着実に進められているやに聞き及んでいますが、高知県東陽町
の例などから着実に進められているとは思えません。もっと地層処分を加速
できる施策が必要と思いますが。

167 東京都 匿名希望 女性 50代
「そもそも原子力発電を止
めるべき」という意見の方
へ

高レベル放射性廃棄物の地層処分について考える前に、そもそも原子力発
電をやめるべきだという意見の方が、時々いらっしゃいますね。まず、この２
つのテーマはそれぞれに議論していくべきで、いっしょくたにするのはおかし
いと思います。分けて考えていかないと、いつまでたっても最終処分地が決
まらず、次世代に負担をかけることになってしまいます。それから、もし原子
力発電を止めたら、日常生活も不便になりますし、様々な産業もダメージを
受けて、日本全体がますます不景気になってしまうのではないでしょうか。私
は、外国の事例を見ても、現時点の選択として、地層処分は悪くないと思い
ます。反対する人は、他にもっと良い方法があるなら示してもらいたいです
ね。

168 東京都 澤田和子 女性 60代
候補地選定における納得
を醸成するための安心と
安全の思考

双方向の言葉に出会うたびに、埋め立て、或いはガラス固化体による処分
事業そのものの推進＆反対の双方向なのか。国策＆民間事業体＆地方自
治体あ＆生活者＆労働者それぞれの主体を指しての双方向なのか？安心
と安全について思考してゆけば先ずは、安心と安全は思考軸が異なること
はあきらかである。特に安心については、安心の基準、範囲、時間軸は、そ
れぞれの主体が想定する事象に対する納得であり、折りあいをつける関係
性に基づき、醸成していくことでしかない。双方向の関係性だけでは、納得
は醸成されないと考えています。

169 埼玉県 梅澤貞雄 男性 60代 もっと広く情報を！

　現在さいたま市在住ですが、本テーマを含め埼玉県内・さいたま市内で原
子力関連の情報を得ること＇入ってくること（が少ないのが現実です。電気の
生産地でもなく大消費地東京への通過点ですのでそれでなくとも地域等で
関心が薄いのが実体です。しかし全国ベースで原子力の問題を考えるとす
ると、通過点の地域での理解が必須の事項となるのではないかと考えま
す。何とかもっと情報を広める施策を考えていただきたいと思います。

170 茨城県 匿名希望 男性 60代
国がもっと前面に立ってサ
イト選定を進めて！！

エネルギー資源の乏しい我が国にあって、原子力発電を安定的に行なって
ゆくことが不可欠であり、そのために高レベル放射性廃棄物処分を着実に
行なう道筋を早期に確立して頂きたい。そのためにも、国がもっと前面に
立って具体的な施策を講じていくことにより、国民の理解をより一層得るよう
にしていくべきと考えます。

171 東京都 匿名希望 女性 50代 安全性に不安がある。エネルギー政策を見直し、脱原発に向かって欲しい。

172 東京都 匿名希望 男性 50代 青森県六ヶ所村に、核廃棄物処理施設が設置された経緯と理由は？

173 新潟県 上村晃一 男性 40代 他に、方法は、ないのか。これだけ、技術がありながら、

174 東京都 匿名希望 女性 50代
先ず「これ以上増やさな
い」

高レベル放射性廃棄物は明らかに負の遺産であり、先ず「これ以上増やさ
ない」という選択が不可欠。「これ以上は増えない」という保障無くしては何も
進まないと思います。

175 東京都 宮城ゆみ子 女性 50代
「どうする」という前にすべ
きこと

　日常生活によって出るゴミの問題も使う側、作る側共に協力し分別や有料
化その他の方法で減らす努力がされてきています。核のゴミ問題は最も危
険なゴミにもかかわらず、処分方法、処分場ともに確立されていません。そ
してＭＯＸ、再処理を始めることで、更に危険なゴミを出そうとしています。今
すぐに全ての原発を止めることは無理だとしても、減らす方向へ向けての努
力と、いまここで立ち止まることを真剣にやらなければなりません。どんどん
ゴミを作り出しながら、「どうしましょうか」という姿勢には疑問を感じます。せ
めて自分たちの世代で出したゴミは自分たちの世代で解決して行きたいと
強く思っています。
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176 東京都 匿名希望 男性 50代 「国策」だからと進める前に
既定路線にしている、全量核燃料再処理という前提を考え直す所から初め
て下さい。不要、不経済な上に、大変危険で後の世代までにつけをまわすこ
と、これ以上大きくならないうちに決断すべきです。

177 埼玉県 匿名希望 女性
脱原発と代替エネルギー
の促進に向って、エネル
ギー改革を断行すべき

『ＮＨＫスペシャル』2009年10月11日放送の「原発解体」をオンデマンドで見
れば全てが理解できると思いますが、どのような地層処分をしても放射能は
地層や地下にしみ出て環境を破壊しています。他にドイツやフランスでの原
発解体の様子が誠に困難な作業であると同時に危険性についてももっと関
係者は研究する事が急務です。我国に於るこの分野の研究は極めて遅れ
ており、関係者や国の無能が著しいと思います。
ＮＨＫスペシャル　2009年8月6日「核は大地に刻まれていた、死の灰消えぬ
脅威」

参考文献
「原発と地震」講談社　新潟日報取材班
「原子炉時限爆碑」ダイヤモンド社　広瀬 隆　著
「内部被爆の脅威」ちくま新書　肥田 舜太郎　著
「だいじょうぶ」日本評論社　鎌田 實　著

178 東京都 丸本 潤一郎 男性 20代
コストから見て原子力発電
と原子力ゴミが見合うの
か？

目先のエネルギー利用の為に、長期間の管理を要する廃棄物が発生する
事から見て、コスト面の視野から原子力発電は見合っているのだろうか？

179 京都府 匿名希望 女性 50代 不信から信頼へ

動画を全回視聴して、シンポジウム参加者の発言から、地層処分を担う側
に対する強い不信感があることを痛感した。「概要調査に応じても、取り下げ
可能。」「不適切な場所は選ばない。」と連呼しても、信じられないようだ。そ
れは、これまでの原子力推進側の行動の当然の帰結と考える。
信頼を得るためには、「取り下げ可能。」「選ばない。」ことを具体的な行動で
示すしかない。一例として、「原発震災が心配されている浜岡原発を廃炉に
することを決めること」が挙げられる。また、高速増殖炉・再処理工場の進捗
状況を考えれば、再処理を凍結し、使用済み燃料は、長期貯蔵することが
現実的であろう。計画通りに事業が進んでいないことを率直に認めた上で、
計画変更することを行動で示さない限り、信頼は芽生えない。
また、「感情的だ。」と切り捨てるのではなく、その感情を受け止めるところか
らしか、信頼を築く道はないと考える。

180 京都府 匿名希望 女性 50代 共に考えるために

ガラス固化体が、処分が難しく、受入を拒まれているゴミであるならば、発生
量の抑制をこそ、まず、目指すべきと考える。ところが、電力会社は、オール
電化を推奨し、プルサーマルを実施するという、まるで逆方向のことをしてい
る。しかも、MOX燃料は発熱量が多く、ウラン燃料以上に、処分が困難にな
ることには触れずに、「これはリサイクル。」と宣伝している。これでは、「共に
語ろう、電気のごみ」と声をかけられても、頷けないのも無理はないだろう。
まずは、ゴミの発生量を抑制する方策を提案すること。そして、ガラス固化
体・使用済み燃料が現在の施設で貯蔵に耐えられる期間、直接処分の可能
性など、共に考えるための情報を提供することが不可欠である。
その上で、一方的に「理解」を求めるのではなく、代案・対案に耳を傾ける、
真の意味での「双方向」性が求められている。
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