
アンケート自由意見（くにびきメッセ）

1

・中国電力に原子力発電所を扱う資格ない。
・組織のトップがダメである。
・トップと現場（たての関係）と横の関係をうまくなっていない組織は、また、同じことをくり返す。
・保安院は認可（9/6日）した以上、何かあったら責任をどうとるのか、問いたい。
・知事、社長は、県・市民の安全について慎重に慎重に考えていただきたい。
・原子力は、安全と言うことはありえない。
2 ・会場からの発言について住民代表の意見として認識し、今後の対応に生かしていただきたい。
3 ・現場で働いている人の人権が守られるように願っています。原発はいらないと思います。

4
・安全対策が本当に定着するまで、原発は止めてください。
・有識者会議の委員で発言を公表されたくない方はやめてもらって、公募された方が良い。
5 ・2号機の再始動は未だ早いと思います。
6 ・運転開始に向けた言訳会議にすぎない。

7
・原発周辺で奇病が発生しているといううわさがある。放射能が漏れていないか？調査して発表してほ
しい。
・国際観光都市として原発はふさわしくない。

8
・中国電力は再発防止対策について、風化させることなく確実に継続して行ってもらいたい。
・全社を挙げた安全体制の確立を行い、原子力発電所の運転再開を早期に希望する。

9

・安全性を確保するためのシステムについては、理解。ただし、システムを運用するのは人であるため、
今後十分な運用ができるようチェックしていくことが必要。
・安全文化の醸成がいかに定着したかを示すような、例えば指標のようなものを検討していく必要があ
るのではないか。

10
・中電の再発防止の取組み状況については、国のチェックも確実になされており、運転再開は、今後も
継続的に定着状況をチェックする事を条件に認めて良いと考える。

11
・この度の中国の強圧的な対応からも我国のエネルギーの脆弱性は明らか。
・我国にとっての原子力発電の位置付、求められる安全性や地域との係わり等の議論やコンセンサス
づくりが必要。

12 ・反対派の声だけでなく、声なき声の市民の心に配慮を。無理難題の意見ばかりではない。
13 ・住民アンケートを是非実施して下さい。
14 ・中電信じて運転再開してもらいたい。

15
・広報等で概略は知っていたが、実際に説明を聞いて良かった。
・安全に再開出来る様、地域住民として願いたい。

16 ・安全を確保し、早期運転開始を望む。環境問題を考えると原子力は必要。
17 ・中国電力の役職員の安全意識の高揚をお願いします。

18

・不適合管理プロセスを構築し、業務改善が進むことは、非常に良いことだと思いますが、イメージとし
て、厳しく管理するというよりも、国、県、市、電力、メーカが互いにオープンな文化をつくり上げるという
ような意識で運用してほしい。１つ運用を間違えると、かくす文化をつくりかねない。
・本日の説明は非常にわかりやすかった。

19
・時間的制約がある中では、説明がわかりにくいのはやむを得ない。従って、これまでに中電が十分に
経過説明していることが、こうした説明会を意義あるものにするために不可決であるが、その点で情報
発信が不足していると感じる。まとめて簡単に説明されても十分理解できない。

20 ・批判的な人ばかりの意見であったが、本当に誠意を持った対応をされていたと思う。

21
・原子力反対の方の意見が住民意見とならないよう、市長、知事は市民・県民の声をよく聞いてもらいた
い。

22
・国は技術的に認可をしており、電力会社も再発防止策を実施している。
・このような状況で速やかに運転再開を行った方がよいと思う。
・中電も戸別訪問等を行い、真剣に対応していると思う。

23
・徹底した社員の意識改革と社内の体質改善を期待します。
・小さなことでも１つ１つ、どんな意見から何をどう改善したのか、発信して住民の信頼をとりもどして下さ
い。その姿勢を見せて下さい。

24
・１．説明用語がむつかしくて、結果として意味が分からない。
・２．ふだん着の言葉で語ってほしい。

25
・中電は真摯に対応している。地元の了解が得られしだい運転もよいのではないか。
・県･市･国での今後の整理と中電の公表を期待する。

26
・（国の説明の）冒頭の「要約説明」が非常に分かりやすかったです。
・※しかし中電という会社全体が、組織としてこんなに幼稚なのですか？
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・再発防止策の定着状況を確認するためには、原子力発電所を稼働したうえで確認する内容もあり、必
要と考える。
・これまでと同様のチェックをしていても、同じと考えるので運転を再開し再発防止策の実行性のチェック
をお願いしたい。

28
・再発防止策が継続されることを期間をもって確認すること。住民の声をもっと聞くことをしないかぎり運
転再開すべきでない。

29
・原子力発電は、日本国の未来がかかっている。
・今回の事案が、一企業の責任ですませる事なく、業政全体の責任としてとらえ、安全な文化が定着す
る事を切に願う。

30

・中国電力、日立は大企業ゆえに、社員一人一人の社員教育が徹底されてなかったのが、原因だと思
います。
・一人が責任をもち、プライドをもち、まごころ込めて一日一日の仕事をしていけば、こういうミスはなくな
ると思います。
・県知事さんと市長さんに会えて光栄でした。

31 ・県知事、市長のお考えを直接聴けて良かった。
32 ・糾弾会的な説明会ではなく、前向きな意見の出る説明会が望ましい。

33
・説明は充分わかりやすかったと思います。
・今後、もう二度と同じ事がおこらないよう、早期、再開をめざしてほしい。
・市民の方々の意見の意味がわからなく、始めて参加した人間は、話について行けない。話が長い…。

34
・再発防止が説明の中で、十分なされていると感じました。
・早期の運転再開を望みます。

35
・説明会では、原子力反対派の討論集会の様相となっている。一般住民はそのようなことは思っていな
い。

36

・ＴＯＰが責任を取らない企業体質が見られた。
・中電の原発関係の職員が中途で離職していることをご存知でしょうか？原発への危機感が背景にあ
るのではないか？と思います。
・金食い虫の原発から自然エネルギーへの転換は出来ないか？
・情報公開のランクが全国の都道府県で最低に近い島根県に住んでいる悲しさを感じる県民の意見

37

・７万件の点検機器が多いのか少ないのか何度聞いてもわかりません。
・他電力との比較がわかりません。国策としての原子力発電のはずですが、統一的な指導がなされてい
ないと感じました。
・一つの企業でも、トップの考えで、統一的な内容で実施していくわけですので、もっと国のリーダーシッ
プが必要だと感じます。

38

・少なくとも、２号機クラス１の不具合箇所のわかりやすい説明を住民が受け、その上でｇｏサインが住民
から出なければ、２号機を再開すべきでない。
・市、県議会の議員は、国の報告書をすべて見たのか。情報公開後にその上での疑問が解消されなけ
れば、ｇｏサインを出すべきでない。

39

・関係者の懸命なる御努力に敬意を表したい。
・元より原子力は深層防御の設計思想に基づく構造物であり、安全は十二分に担保されていると信じて
いるが、今般の点検の問題は深層防御の厚みを削ることにもつながり誠に残念。関係者の猛省を以っ
て、早期に我々の共通財産たる原子力の立ち上げを実現されることを切に望むもの。

40

・松浦市長さんの前々の立候補所信表明の際に原子力発電所のヒューマンエラーが最も重要な課題だ
ということを発信された。市民もまたその様に考えて居ると思います。
・国際文化観光都市松江市の中に原子力発電を持って居る松江ですので、原子力発電所と市民はどの
様に主体的に考え交流して居るかと云うことを発信することが大事と考えるものです。２１Ｃの人類の
テーマという事です。エネルギー問題です。

41

・根本原因（３つ）の起こるところ（企業体質）の検討が欠落している。つまり「絶対安全」という思想がな
いから１つの問題のみに終っている。もっと原因を掘りさげないと本当に安全が保証されることにはなら
ない。
・山下社長以下、中電がやるところはここ（企業体質）である。そこができたら、こちらにも伝わってくるも
のがある。今回は絶対安全というところが欠落しているから、不信感で一杯である。
・再開は絶対に認められないし、自治体の長（２人）はその点について安易なゴーサインは出してはなら
ない。

42
・反対意見多すぎ
・何とくらべ、原子力はここがすぐれている（安心）をもっとPR必要
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・発電所・地震対策工事現場の見学会には積極的に参加し、安全に対する中電の対処に敬意を表し信
頼していただけに今回の事案は遺憾に思いました。見学会のその折々にも安全の第一は社員の方１人
１人の誇りと自覚にあると申してきましたが…。
・過ぎ去った誤りは教訓として、今後社員の皆様思いを新たにして元気で頑張って下さい。１日も早く１，
２号機の運転再開を願っています。
・説明会では、専門的、技術的な面はあまりよくわかりませんが、安全対策と信頼回復への熱意はよく
わかりました。

44
・早期の運転再開を望む
・安全文化は業務の改善を確実に行うことで、イベントへの参加とは違うのではないかと思う。

45

・中国電力へ
ダムの改ざん問題から今回の点検もれといった重大な汚点を抱えながらも、トップが変わらない、あるい
は変えられない組しき《判読できず》に疑問を感じます。
・今回の点検もれを受けて、機構を改善したと言われますが、いくら機構が変わろうともトップが変わらな
ければ同じだと思います。
・≪判読できず》して二度とない様にといわれますが、今後あったら社長はどう責任をとられますか？
・松江市
運転ありきのスケジュール、市民の声として、しりょうに期待をうらぎられたなど、期待という文字が目立
ちますが僕はまったく期待していません。

46 ・今回の説明会で理解出来た。今後とも安全に注意して運転してほしい。
47 ・早期運転を望む

48

・地球資源にはかぎりがあるので、原子力は大切であると思う。
・安全で運転に心掛けてほしい。
・原子力発電所は自分の記憶では寿命は30年と聞いた事があります、自動車にたとえ、定期点検又は
車検を受ければ４０～５０年運転できるでしょうか。
・トップが責任とっても変る事はありません。国のトップが変って変わりましたか？

49
・今回の再発防止策を徹底し安全を核とした発電所の運転に努めて欲しい。
・全社員が地域との共存共栄を今一度肝に銘じて欲しい。

50
・中電の再発防止対策実施状況は充分と思われる。全社員で取組んでいることが理解できる。
・できるだけ早い発電をお願いする。発電単価の安い原子力の運転により、電気料金の安定を―

51

・最も大切なことは住民と中電との信頼関係があるかどうかということ。これがなければ原発はいらない
し、作ったらいけない！
・その意味で、３年前のダムの件からこれまで何をしていたか、なぜ今回のことが起ったかということが
最も聞きたいところ。責任問題がいい加減であったことが今回につながっているのではないか。
・もう一点、国の責任ある方が何人か（現場の１名では絶対ダメ！）常置され、常に監視・点検ができる
体制をとってほしい。

52 ・二度とこのような事象が発生しないよう、再発防止策を遵守していただきたい。
53 ・約束を守る。きめたルールを実行する。それが大切です。

54

・中国電力の説明は分かりやすかったかどうかの質問だが、問題は
①これで充分か②再び慣れてしまって元の木阿弥にならないのか　以上の二点について危機にせまる
ものが感じられない。
・保安院の説明
中電に対して、今は緊張しているからマニュアル通りにやるだろうが、期間が長くなると今のままでは意
識の低下がどうしても起こるので、部門、部門でキチンとＱＣサークル活動を会社としての基本とするよ
うにすべきではないか。

55

・立入調査の結果が市民に公開がなされていない。
・松江市は市報等で公開すべきである。
・定期検査が終了したら県・市は安全確認のため調査点検を行い市民に公開すべきである。
・松江市は市民の原発見学会をなぜしないか。

56 ・一日も早い回復を望みます。
57 ・島根県・日本国のためでも早く運転をする事。
58 ・風土、意識の改革は、長期間を要すると思うが継続して努力してほしい。

59
・原発設置個所の松江市民に対するメリットが欲しい。例えば、全国的に総電力が不足した場合、優先
的に配電して欲しい。

60
・住民の視点で直接意見を言えたことは良った。
・電力の権限、関係者が一同に会しての開催は重要なこと、その責任の重要さが理解出来る。

61
・知事・市長が参加されるという通常の説明会、今後もこの体制で行ってもらいたい。
・中電はこのトラブルで、経営危機は起こらない。

62 ・出てきた意見をそれぞれがしっかり受けとめてほしい。
63 ・対策が実施されているのは理解できたので早く原発を動かして、電気代を下げてほしい。
64 ・きびしい貴重な意見が聞けてよかった。
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・質問は有意義なものもあったが、「何もかも国等と考えているが、どうかと思うが…」
・市民が「納得」出来る→納得のレベルが？
・（質問者に対して）「当たり前のこと」。説明がないのは残念
・私は安心はしているので、移住は考えていないが、キケンとか思っている人は、なぜ他県へ移住され
ないのかな…

66 ・再発防止対策がしっかり実施されていることが良くわかりました。

67

・電力さんの視点がまだまだエンジニアの部分があり、この辺はボルトがはずれても大丈分と言った所
が、一般の人との意識と乖離している感がする。exとして、今回の厚労省事件の検事の日付け改ざん、
法定の維持には問題ないといった思い、ところが一般の人は、改ざんした事が問題である。同じように、
ボルト一個止めなかった事が問題。
・責任の取り方は正しいと思う。しっかりやって欲しい。
・止めるのは無責任。頑張れと言いたい。

68
・説明時間が長い。
・要点をまとめて短縮すべき。

69
・中国電力の再発防止策は十分理解できるものである。
・今回の事象を含め、過去からの経験を活して継続的なチェック体制を作って取組んでいただきたい。

70 ・早期の運転再開を求めます。

71
・何と言っても原因究明の総花的説明はあったが、もっともっと突込んだ具体的に小さな項目別に説明
が出来てないので原因のつかみどころがない。大変分かりにくかった。
・再発防止対策よりも原因究明に力を注ぐべき。

72

・当方、中国電力の社員であり、説明内容は全て理解しています。ですが、丁寧な説明をされているの
は理解しているのですが、原子力安全・保安院および中国電力の説明は情報量が多すぎて、一般市民
の方々が本質的なところを理解されていたか、少し不安な印象でした。このような場に自ら足を運ばれ
た方々ですから、関心の高い人達であるとは思いますが。（以上、質疑の前の感想でした。）
・質疑応答を通じて、情報が補足され、理解度はより高まったと思います。

73 ・原因求明をはっきりと行い、重みのある処理を。

74

・中国電力が原子力安全文化醸成に向けて取り組んでいることを強く感じた。
・一方、安全を確保すること以上に、住民の安心を得ることに資本の注入を過度に行うことは、本質的な
事項以外に投資することになり、また、そこまでお金をかけないと安全なものが出来ないのかとアジア諸
国に誤解を与えることになり、国際的な競争に負けるのではないかと感じた。
・住民と電力との対話と同じように、エネルギーを供給する地域住民と消費する住民・企業との対話も重
要ではないか。

75
・各機関からの説明が予定より３０分延びた結果、終了が３０分延長された。
・説明の予定時間は守って欲しい。（今回で３回目なのに）

76 ・多くの方々の意見が伺えた。

77
・再発防止を見守る。
・運転再開してもよい。

78
・しっかりとした再発防止対策を策定・実施して、地球温暖化対策の面からも早い時期に運転再開をして
ほしい。

79 ・再発防止対策をしっかりお願いします。

80

・御苦労様、大変良く理解出来ました。
・社長交替はこの場合は粉骨砕身務めるべきで有る。
・社員意識が大事な事、他の部門でも言われる様です。
・情報公開して下さい。

81
・今回のことをふまえて、これからも安全管理をおこたらない様にしてほしい。住民に対する説明会等、
断続的に続けていくべきだと思います。

82
・説明会をする上で、施設の安全性よりプラス面で地域性や生活面での有意性を知りたい。デメリットの
改善より、メリットを説明してもらいたい。

83
・保守管理、品質保証体制に安全上の問題はないとのことで安心しました。今後も再発防止対策の実
施状況や定着状況の確認を宜しくお願いします。

84 ・早期運転再開を希望します。

85
・あまりにも意見が専門的にて一般主婦として参加致しびっくりしています。電気の恩恵を受け文化生活
で暮らしていて必要な電気です。信頼を回復して早期に運転再開、奮起ください。

86

・松江市の１市民として原子力発電の安全については非常に関心があり、本日の説明会に参加させて
頂きました。説明内容等についてはいろいろな情報等で多少は理解出来ていましたが、問題は今後の
対処の仕方が一番重要だと思っております。中電さんも大変なことだと思いますが、その事の重大性を
認識し頑張って頂きたいと思います。早い時期の運転再開を願いつつ・・・
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・私は松江市内に小さな雑貨店を営んでいます。店内のランプ、ディスプレイなど電気の恩恵を受けて
いる一般市民としてお話しさせてください。原子力発電所には、これまで何回か見学に行ってますが、島
根１，２号機とも運転開始以来、小さなトラブルはあったものの大事故などは一度も発生していなくて順
調に運転を継続していて優秀な発電所と思っています。が、今回の点検不備は点検計画の作成、連絡
方法に問題があったなど中国電力固有の問題と思っています。その結果地域との信頼関係を損ねるこ
とになったことが誠に残念に感じます。原子力発電は今日の地球温暖化問題への対応を考えても発電
過程でのＣＯ２排出しない、エコな資材として国内はもとより世界中で推進されるべきと思います。中国
電力には今回の問題を重大と受け止め再発防止対策を確実に行い地元の信頼を一刻も早く取り戻して
いただき、原発再開に向けて頑張ってほしいと思います。（一刻も早い運転再開を）

88
・丁寧な資料や説明であっても、その内容理解より前に、地元の信頼を取り戻す！応えていく！という、
これからの姿勢が大切だと思います。

89

・今までは中電の説明だけを聞いてきましたが、今回は市、県、国の対策などが聞けて、これから一層
の取り組みを期待します。電気はなくてはならないもの、これからの原子力発電の安全で安心できる対
応を願っています。
・今回の件では日本のみならず世界でも注目しています。よりよい対応で一日も早い再開を望みます。

90 ・説明が早口で行われ、なかなか理解できなかった。

91
・再発防止の取り組みはよく理解できたので、引き続き着実に事業者、自治体とも協力して進めてもらい
たい。

92
・何が悪かったかはよくわかったが、誰が悪かったのかは未だにわからない。
・３度目はないことを条件に運転再開を認めるべき。保安院による継続した検査を実施したうえで。

93 ・資源のない県にとって早期の原子力発電再開を望む。

94
・中国電力の再発防止対策及び実施状況が十分に確認でき信頼できるものと思う。
・２号機の早期運転再開を望みます。

95

・なぜこのようなことが起ったかの本心を追求していない。中電の保修員を２分して管理会社を作ったこ
とです。この管理会社は、全くのトンネル会社で中電の協力会社へまるなげです。協力会社も下請会社
へまるなげです。ここで問題は現場の工事を監督するのは下請会社の人間です。協力会社は他の職場
から駆り出して形だけの工事監督者が現場をみている。中電の管理会社は元請けだけど、中電の人は
工事経験がないのに、このような工事発注体系は法にふれると思う。なぜ国がこのような体制を認めた
のか、国の保安院の問題ではないか（下請けの立場から）

96 ・いろいろな立場の意見があるということを確認しました。
97 ・早期運転再開を希望する。
98 ・対策事項を確実に実施して、安全に電気を送って下さい。
99 ・電力トップの意識もかわった。期待できると思うので２号機の運転再開を望みます。

100

・そもそも「点検不備」の内容がどうであったのか。その設備と影響についてもさかのぼって最初から説
明して頂けるとわかりやすかったのだが、そうした説明がなかったのが少々残念。
・説明会はそれなりに有効だとは思うが、何分出席者は住民の一部。今日の挨拶を含め、もう少し一般
市民に配れないものか。インターネットはまだまだ不便。先日配布されたチラシ、アトムの広場の別冊に
資料請求のハガキを入れる。電話での質問受付をするなども考えて頂ければとも思う。資料は映写され
ても読み取れる字の大きさにして頂きたい。

101
１、２号機運転再開後、社長の出処進退を含め、経営陣の責任を明らかにし、人身を一新したうえで再
発防止対策の確実な実施を図ること。


