
　　エネルギー政策に関する公開質問状への回答一覧 （現職の方々） 訂正版作成：　2014/10/25

○実施期間：2014年10月1日～15日　　○実施者：えねみら・とっとり(エネルギーの未来を考える会）

○問合せ･連絡先：080-6173-1318、 070-5554-5813　　山中、手塚　　　 ご協力下さったみなさま、ありがとうございました。

回答
選択肢

問１．鳥取市にお
いて、省エネ及び
再生可能エネル
ギーを推進を強
化することについ
て。

問２．鳥取市で、地
域主導・住民参加
型のエネルギー事
業を推進し、地域外
の企業等による乱
開発の抑止をね
らった条例を作るこ
とについて、どのよ
うに考えますか。

問３．原子力発電に関す
る考えをお聞かせ下さ
い。

（１）安全審査中の島
根原発2号機再稼働に
ついて：

（２）島根原発3号機
の新規稼働について：

（３）島根原発1
号機2号機の使
用 済 み燃 料の
危険性について
認識しています
か？

問４．島根原発の事故
発生に備え、行政の責
任者として住民を放射
能被ばくから守るため
に、重要と思う対策は何
ですか。

問５．昨年12月、国はエネ
ルギー基本計画見直しの中
で前政権の「原発ゼロ目
標」を撤回し、原発を「重要
なベースロード電源」と位置
づけ「原発再稼働推進」を
明記しています。このことにつ
いてどのように考えますか。

問６．東京電力福島第一
原子力発電所事故の影響
により、鳥取市内へ避難さ
れている方や、保養キャン
プにこられる方もおられま
す。どのように対応すべき
とお考えですか。

問７．原子力発電の利用に伴
い発生する核廃棄物（使用済
み核燃料）についての考えを
お聞かせ下さい。

問８．エネルギー政策についてのご意見で、他に補
足等ございましたら、ご記入ください。

Ｎｏ氏名 状態

①賛成
②条件付で賛成
③反対
④どちらともいえ
ない

①賛成
②条件付で賛成
③反対
④どちらともいえな
い

①賛成
②条件付で賛成
③反対
④どちらともいえない

①危険と認識し
ている
②危険と思わな
い
③どちらともい
えない

① 重要視しない
② 避難者の受け入れ
態勢のみ整える
③ 鳥取市民の被ばくを
避ける対策を具体化す
る
④ その他

①賛成
②条件付で賛成
③反対
④どちらともいえない

① 国に任せる
② 「原発事故こども・被災
者支援法」の実施強化を国
に求める
③ 鳥取市として健康診断、
住宅、就業などの面で支援
を行う　　　　④ その他

自由記述 自由記述

1 石田　憲太郎 返信なし

2 伊藤　　 幾子 11日 ①賛成 ①賛成
(1)③反対
(2)③反対

①危険と認識

②・③・④　（再稼働・新
規稼働に反対し、廃炉
に向けて国や中電に働
きかけることが基本）

③反対
②・③・④（要望を聞き、
国や県に対しても声を出
すこと）

人類が処理できないゴミは
もうこれ以上増やすべきで
はない。

再生可能エネルギーをもっと広めていく国の
政策が必要。もちろん自治体独自でも。

3 上杉　　栄一 返信なし

4 上田　　孝春 11日 ①賛成 ②条件付で賛成
(1)②条件付で賛成
(2)③反対

①危険と認識 ②・③ ③反対 ②・③
使用済み核燃料の処理は
大変で、どのように処理し
ていいかわかりません

福島原発事故のような事故を2度と起こさない
ためにも原発に頼らないような再生可能なエ
ネルギー政策を強力に早く推進すべきである

5 太田　　縁 20日 ②条件付で賛成 ②条件付で賛成
(1)③反対
(2)③反対

①危険と認識 ②・③ ③反対 ②・③
最終処分の方法が判らな
い状態で原子力発電を行
うべきではない

電力一辺倒ではなく、木材・廃棄物・水力・風
力・温泉等、鳥取の各種エネルギーを直接利
用する仕組みづくり

6 岡田　　信俊 返信なし

7 角谷　　敏男 11日 ①賛成 ①賛成
(1)③反対
(2)③反対

①危険と認
識

②・③ ③反対 ②・③
核燃料サイクル計画は完
全に破綻。欧米諸国も撤
退しています。

自然・再生エネルギーの成長と発展は、エネ
ルギー自給率の向上、地域の活性化につな
がり、大量の「生産・消費・廃棄」の見直しにな
る。

8 金谷　　洋治 返信なし
9 桑田　　達也 返信なし

10 下村　　佳弘 返信なし
11 砂田　　典男 返信なし
12 田村　　繁巳 返信なし
13 寺坂　　寛夫 返信なし

14 長坂　　則翁 8日 ①賛成 ①賛成
(1)④どちらともいえない
(2)④どちらともいえない

①危険と認識 ②・③ ③反対 ②・③

15 中村　　晴通 3日 ①賛成 ①賛成
(1)④どちらともいえない

(2)④どちらともいえない
①危険と認識 ②・③ ③反対 ③

地球上に永遠に残る危険
なゴミ

基本的には原発ゼロを目ざすべきだが、現在
の日本の政策では無理。再生可能エネル
ギーについては、鳥取市でも推進するべき。

16 橋尾　　泰博 14日 ①賛成 ①賛成
(1)②条件付で賛成

(2)②条件付で賛成
①危険と認識 ②・③ ②条件付で賛成 ②・③

核燃料サイクル（MOX燃
料）として再利用する。又、
地中深く保管・管理

エネルギー資源の98％を海外依存している我
国にとって、資源（石油・石炭・LNG・ウラン等）
をバランス良く確保することが不可欠である。

17 平野　真理子 返信なし
18 房安　　　光 返信なし

19 椋田　　昇一 8日 ①賛成 ①賛成
(1)③反対

(2)③反対
①危険と認識 ②・③ ③反対 ②・③

すでにある核廃棄物の保
全管理は必要だが、これ
以上作らないことです。

「原発ゼロ」と再生可能エネルギーの推進、こ
の推進のための合意形成が急がれると思い
ます。

20 森本　正行 3日 ①賛成
③どちらともいえ
ない

(1)①賛成

(2)②条件付で賛成

③どちらともい
えない

②・③・④（福島を教訓
とした再発防止策を幅
広く検討・実施する）

①賛成

①・④（本市として何が求
められ何ができるのか、私
自身が充分に理解してい
ないので、引き続き研究・
検討のテーマとしていく）

長年、製造業に従事した経験から、電気の必
要性・文化的生活・地球温暖化といった様々
な面から、エネルギー問題を幅広く考えたい。

21 山田　延孝 返信なし
22 吉田　博幸 返信なし

鳥取市市議選
候補者リスト




