
上関原子力発電所建設に反対する理由：市民の声 2011/3/4

発電後に出る核廃棄物は人体に安全になるまでに10万年もかかると言われています。自分が生き
てる間だけじゃなく、長い未来のことを考えたら、他に発電する方法がある。自然の循環に添う、
命の営みに添うやり方で作る電気を使 た

祝島周辺の美しい自然環境が、埋立てなどによりなくなること。
今だけの便利な生活のために、人間が処理しきれない危険な核廃棄物を未来世代に残すこと。

命の営みに添うやり方で作る電気を使いたい。

暮らしを自分達の手に取り戻していく、その象徴的なものが田の浦であり、
祝島 暮らしであると思 ます

正直言ったところ、生息する生き物に関する生物学的話や、原発に関する科学的話は分からない。
そういった研究って、今日あった定説が明日には覆ったりする。だから皆研究してるんだと思う。
でも、スラップ裁判や不透明な建設に至る段階の事実は覆らない。コソコソしたやつが、「下」
の人間にコソコソさせてる事実も覆らない。僕はそこに一番抗議の声をあげる。

祝島の暮らしであると思います。

1．新しく作るよりもまず沢山の無駄な電気の消費を抑制する努力が求められる。
2．原発から出される廃棄物の処理に多大なる時間と費用が掛かる。
3．地震国に建設されて、想定外の地震での破壊の可能性が大であり、その際に人命と遺伝子に長
期的な被害を及ぼす。
4．人間は、物理的に電気とは何かを完全にまだ解明出来ていない。
5．放射性物質であるウランは、地球が創生された際に、地球の存在すべき場所で生成されたはず
の物質で、この物質を長期的に使用する事から起こるであろう問題をまだ誰も気づいていない。の物質で、 の物質を長期的に使用する事から起 るであろう問題をまだ誰も気 いていない。
6．ウランを燃やす事によって発生したエネルギーを自然が消去しなければならず、自然の2次災
害を起こす事をもっと重力の解明を含めて研究すべきである。
人類が、上記の4．5.6．を完全に理解した時、原発の建設はなくなるハズです。

テレビでは一切放送されていなくても、これだけの情報がネットで広がっている上関原発。
地震の多い日本に、原発を作るなんて間違ってる。処理できない危険物を出す原発を、
これ以上増やすなんて 地球の寿命を縮めていると思いますこれ以上増やすなんて、地球の寿命を縮めていると思います。
しかも、美しい自然が残されている祝島に原発を作るなんて、本当に許せない。

自然豊かな祝島をそのまま残すこと、島民がその土地で暮らし続けること、を望みます。島民の
おじいちゃんおばあちゃんが、目を吊り上げて反対の座り込みや抗議をしている姿は、悲しいで
す。きっと「上関原発」がなければ、のんびりと穏やかに暮らしていたのでは・・・「力ずくで
進めてよいことはない」、過去にその事例は沢山あります。これからの時代は、「原発」ではあ
りません 中止することは勇気のいる事だとは思いますが それができれば歴史に残る大きな仕りません。中止することは勇気のいる事だとは思いますが、それができれば歴史に残る大きな仕
事になると思います。負の遺産を残すよりも、きっとよい仕事になると思います。島民の方々が、
自然の中でゆったりと暮らし続けられますように・・・

私が上関原子力発電所建設に反対する理由は、子供の頃、毎年泳いでいた
大好きな山口の海が、変わらないことを願うからです。
将来自分の子供ができたら、海に連れて行って、安心して泳いでもらいたいからです。

上関原子力発電所建設に反対させて頂く理由は、
持続可能な社会の科学的な定義である、
ナチュラルステップの4条件全てに違反していると考えるからです。
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CMでおなじみのでんこちゃんの言葉を借りた一言を

「電気を大切に！東京電力」

上関原子力発電所建設に反対する理由：市民の声 2011/3/4

「電気を大切に！東京電力」
「その前に電気を作る過程の方を大切に！」

上関への建設反対で既存の原発もどうにかしたいと思っています。
なるべく色んな立場の人が納得出来て推進派と反対派の溝が少しでも無くなり国と大手電力会社
の姿勢が変わることを望みます。
余談ですが、僕の地元には近くに東海村があり、二名が亡くなったJOC臨海事故のずさんな管理体
制と隠蔽、その後の住民への国と企業のケアも最悪でした。直接自分自身は被害にあってないで

2011年 ３月 ４日
中国電力株式会社様

田ノ浦への埋め立て作業強行に抗議する
上関原発の建設をたちに中止すること

制と隠蔽、その後の住民 の国と企業のケアも最悪でした。直接自分自身は被害にあってないで
すけど、絶対増やしちゃいかんし、減らして欲しいと思ってます。

上関原発の建設をたちに中止すること

２月２１日未明の、中国電力の田ノ浦埋め立て作業強行は、大量の人員を投入し、まさに暴力的
に、田ノ浦の自然を守ろうとしている人たちを排除して行われた、許しがたい暴挙でした。
田ノ浦は国立公園に指定され、希少な生物も多く生息する、まさに自然の宝庫です。この海域を
埋め立てるということは、周辺の自然や生態系を破壊し、後世に取り返しのつかない被害を及ぼ
します。
また、自然の恵みと共存してきた祝島の人たちの生活も破壊するものです。
そして、中国電力が破壊しようとしている瀬戸内海は、豊かな自然の恵みに恵まれた素晴らしい
ところであることは、日本人のみならず世界的にも知られたところです。潮の流れや季節の移り
変わりの中で営まれる微妙なバランスの上に、あの素晴らしい恵みが保たれているのです。
中国電力が、行っていることは自然破壊の一言に尽きます。また、この地震列島に安全な地盤な
ど、どこにもありません。
上関原発はなくても電気に困ることはありません。即工事を中止しなさい。

１ 田ノ浦の埋め立て工事を即刻中止すること１ 田ノ浦の埋め立て工事を即刻中止すること。
１ 瀬戸内海・長島・祝島周辺等の自然破壊を中止すること
１ 電力は十分足りていることを明らかにし、今後も原発建設計画を立てないこと

たんぽぽ舎

人間や機械がきちんとコントロールできるから、原発が安全だというのなら、人間は自分の生活
もも と き ず なら 気を な 使う生活を制御す 方 力を向けようももっとコントロールできるはず。なら、電気をこんなに使う生活を制御する方に力を向けよう。
国を挙げて、地球のエネルギーの無駄遣いをやめる方向や自然エネルギーに転換する方向に舵を
切れば、新たな原発なんていらないはずだ。必要のないイルミネーション、自動販売機、垂れ流
しのテレビ・・・無駄はいっぱいある。
原発で電気を作って得られるもの－壊される自然＝何が残りますか？幸せですか？不安ですか？
原発はいりません。子どもに不安を残したくありません。

原発反対です。ただ反対する側もたまには停電しても構いませんくらい言うべきだと思います。
停電してもいいなら電力会社側も大きく供給量を減らすことができる。
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私は、瀬戸内海に面した小さな港町に住んでいます。
上関とは少し違うけど、やっぱり過疎の町です。
も わが 発建 さ と たら や ぱ 対 ます

上関原子力発電所建設に反対する理由：市民の声 2011/3/4

もしわが町に原発建設されるとしたら、、、やっぱり反対します。
安全面に絶対の信頼が持てないから。
だから、まず島の人々に共感を持ちました。

また、今回の山口県・中国電力の対応にものすごく腹を立ててもいます。
午前２時に何百人も引き連れて作業開始しようとするとは！
半年前に申請した仮処分が、強行当日に決定されるとは！
司法・行政・立法が結託していると勘ぐってしまいます司法 行政 立法が結託していると勘ぐってしまいます。
それに、新規の場所にまだ原発を建設しなくてはならないのか、どうしてもその必要性がわから
ないのです。
世の中は省電力に向かっているのに、、エコポイントと煽っていたのに、、、

最初の原発ができたころ、原子力はTV-CMで「夢のエネルギー」と謳われていました。
永遠にもつものだと思えました。実際は建物は３０年ももたないのですね。壊すこともできず埋
めておくしか手がないとも。
今 べ と 発 ま 全 造 ま た今回調べてみると、原発はいつのまにか全国に造られていました。
各地のローカル新聞には、今回のように着工や抗議のニュースは出ていたのかもしれません。
でも、稼働後の事故・トラブル以外、全国ニュースに取り上げられることはなかったと思います。

今回、初めて着工直前に全国各地の人々が内情を知ることができたのではないでしょうか。
国や地方行政や電力会社がどういうことをしてくるのかということを。

最後に 地元賛成派の皆さんも相当な圧力のうえ あきらめて賛成にまわった方もいるでしょう最後に、地元賛成派の皆さんも相当な圧力のうえ、あきらめて賛成にまわった方もいるでしょう。
町政も、たくさんのお金もつぎ込まれており、建設中止だから全額返せと言われるのも怖いで
しょう。その人々のことも考えなくては、とも思っています。

日本は海岸線の長い素晴らしい島国で、生物多様性の宝庫です。しかし今、ジャパン・ホットス
ポットに指定されるほど自然が壊れています。
http://www.japanhotspot.net/find/overviews.html
なか も海岸線 変化はめざましく 人 構造物 入 な 海は数少なくな おり 以なかでも海岸線の変化はめざましく、人工構造物の入っていない海は数少なくなっており90%以
上の海岸線が人工的な海岸です。
現在、自然のままのところは、そのまま残すべきで埋め立てるべきではないと考えます。
人工構造物を入れることによって潮の流れが変わることも見逃せません。
原子力発電所ができることによる温排水の影響も懸念されます。
原発の温排水はCO2を増加させるという意見もあります。
http://actio.gr.jp/2008/09/29101109.html

原発の使用済み燃料は日本では全量再処理する予定だが、六ヶ所再処理工場は稼働の見込みがな
く仮に予定とおりに2年後に本格稼働しても約半分しか再処理できず、残りは海外で再処理を行い
ます。また再処理後の高レベル放射性廃棄物は地層処分する予定だが、埋め立て地は決まってお
らず、長期にわたって安全に管理できる見込みはありません。核廃棄物を安全に管理できる方法
がない段階でこれ以上の原発建設を進める政策は未来世代に負の遺産を残すことだと考えます。
例えばバックエンド費用は再処理のコストは11兆円で、廃棄物管理などで全18.8兆円が政府の試
算。これに新たな核施設を作るほどコストは高くなります。また、国際自然基金によれば、2050
年には再生可能 ネルギ パ セ トまかなえると レポ トが出 る年には再生可能エネルギーで100パーセントまかなえるとのレポートが出ている。
http://www.wwf.or.jp/activities/2011/02/966203.html
原子力に使うお金を自然エネルギーへシフトして本当の意味での持続可能な社会を目指すべきだ
と考えます。
以上のような理由で、上関原子力発電所建設に反対を指示します。
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上関原発を建設するということは、地域の貴重な海の生態系を破壊するということです。それは
人間が、他の生き物たちによって生かされているということを忘れた愚かな行為にほかなりませ
ん

上関原子力発電所建設に反対する理由：市民の声 2011/3/4

ん。

上関原発を建設するということは、地域のコミュニティーを破壊するということです。今までも、
中国電力はお金に物を言わせて、人と人とのつながりを分断し続けています。強行作業によって
さらに人びとの溝が深くなります。

上関原発を建設するということは、地域に住む人びとの生活を破壊することです。地域が自立し
た経済に向けて着実に歩んでいるにも係らず、原発関連の収入に依存しないと生活できないようた経済に向けて着実に歩んでいるにも係らず、原発関連の収入に依存しないと生活できないよう
にされてしまいます。

上関原発を建設するということは、地域の人びとの健康が脅威にさらされるということです。
チェルノブイリのような大きな事故でなくとも、ひとたび原発事故があると放射能が撒き散らさ
れて様々な健康障害を生む可能性があります。原発で働く人びとの被爆も見逃せません。

地域に留まらず、地球全体にも広がっていく問題もあります。一旦、建設工事や原発を稼動すれ
ば 取り返しのつかないことになる重大な問題にも係らず 中国電力は満足な説明をせず さらば、取り返しのつかないことになる重大な問題にも係らず、中国電力は満足な説明をせず、さら
に強行に進めようとしています。問題点を明らかにして、関係者が対等の立場で納得のいく解決
ができるように工事を直ちに中止してください。

「上関原子力発電所建設に反対する理由」
・・地震大国日本の原子力政策を見直す会 代表 シゲノサオリ
https://sites.google.com/site/genpatukaitai/https://sites.google.com/site/genpatukaitai/

上関原発に限らず、わたしたちは青森県大間、福井県、敦賀、静岡県浜岡等の新規原発建設には
全部反対します。なぜならば、主な理由は３つです。

１ 日本は地震大国であり、安全なる原発稼働の土地などない。国の地震評価などいいかげんだ
ということは、想定外の揺れをくらった女川原発、志賀原発、柏崎刈羽原発、浜岡原発で証明さ
れた。老朽化原発は安全に速やかに解体することもできず、稼働させていても、膨大な放射性の
ゴミの管理について計画性が全くない 埋め捨てようとしても 安定した地層などないので 地ゴミの管理について計画性が全くない。埋め捨てようとしても、安定した地層などないので、地
下水が汚染される危険性がある。管理のためにお金がかかりすぎる。

２ 電気は余っている。新規原発は不要。又新規原発を抱えるということは、新規火力発電等の
バックアップ電力が必要になる。そもそも電気を使いまくる事を前提にすることがおかしい。
オール電化住宅など、電磁波の健康被害も危惧される、エネルギー効率の悪いものを推進するこ
とがおかしい。

３ 殊に中国電力に言いたいのは、島根原発ですら、まともに管理出来ないくせに（検査漏れが
発覚したあとも、次々にデータ改ざんが見つかる等）新しく原発を建設するなどもってのほか！
原子炉設置許可も出てないのに、人々の生活を脅かす工事をするなど上関の工事は不当！島根原
発も廃止！中国電力に原子力発電を行う資格はない。

私たちがエネルギーに興味を示さないから原発が建ってしまったわけではない。
興味を示しても反対の声は警察や、海上保安庁、法律などを使って常につぶされてされてきた。
今上関で行われているように今上関で行われているように。

私たちは権力を使って人権や、生活を侵害をし、危険を増やし、責任を取らない社会構造自体に
反対します。危険で、理不尽なことが行われている事実を広く知ってもらい、このリスキーな社
会を安全で豊かで真実を語りあえる民主的な社会に変えていきましょう。
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わたしたちは以下の理由で上関原発反対します。

上関原発反対の意志をこめて

上関原子力発電所建設に反対する理由：市民の声 2011/3/4

上関原発反対の意志をこめて

「環境立国」と「コンクリートから人へ」のころもをかぶって、貴重な生態系の破壊をいとわず
に、民主党政府が中国電力の上関原発新設工事を積極的に応援し、協力していることにわたした
ちは怒りを感じています。

しかも、菅政権の「最小不幸社会の実現」は祝島住民の農・漁業をいためつけ、生活破局への
「最大不幸」を目指すものとなっております。なによりも菅内閣のいう「不条理なき政治」はこ

わたしは以前に 上関原子力発電所建設をめぐ てその工事を推進する または反対の意思を示

最大不幸」を目指すものとなっております。なによりも菅内閣のいう 不条理なき政治」はこ
れまで３０年近くにわたる上関原発反対の声をおしつぶす「不条理」きわまりない政治そのもの
です。だから、支持率が２０パーセントそこそこの菅内閣に支援され、常軌をはずれた中国電力
が進める上関原発新設工事にわたしたちは反対します。

原発・核燃とめようかい(東京)

わたしは以前に、上関原子力発電所建設をめぐってその工事を推進する、または反対の意思を示
し行動する人びとのことを描いた映画を観ました。相対する意見があるのなら、本来、どちらの
ほうの言い分にもまず耳を傾けるべきであろうとわたしは考えて、映画を観始めていました。
そのなかに登場してくる中電さんのかたが、海のうえでがおっしゃったことには驚きました。ど
う考えても、いまも納得できずにおります。
いのちを懸けて、補償金も受けとらずに、暴力には訴えずに、自分の意思を示している人たちが、
たくさんたくさんいる。その人たちを踏みにじるような言葉だと、感じました。

毎日の暮らしを支えるエネルギーにしても、メディアにしても、確かにわたしは、これまでは誰
かが与えたものをなにも言わずに受けとっていただけでした。
ですが、わたしたちはゆっくりですが、そういうところから脱却しはじめていると思うのです。

戦争は、どういうときに起きるのでしょうか。
誰かのいのちを無視してまでも自分が利益を得ようとすることは、とても醜い。そのことは自覚
していなければならないと思っています。
どうしてこんなことになるのでし うか わたしは 子どもたちに対して 大人のや ているこどうしてこんなことになるのでしょうか。わたしは、子どもたちに対して、大人のやっているこ
とを説明できません。
力で無理矢理に進めるなど、やめてください。恥ずかしいです。対話をしてください。

巨大企業はどれだけ地球を痛めつけたら気が済むのでしょうか。
六ヶ所村・「もんじゅ」・大間町そして田ノ浦全て繋がっている気がします。
「祝の島」を見て 島の人たちだけでなく 私たちが 自然から受けている恵みを「祝の島」を見て、島の人たちだけでなく、私たちが、自然から受けている恵みを、
子どもたちにも同じように、将来にわたって続けられるような生活、
こんな生活をしていきたいと願います。

地元住民の生活を破壊し、貴重な環境と生物を犠牲にし、危険極まりない、
人類にとって有害な原子力発電所の建設を強行することには断固反対します。
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「脱原発の日」実行委員会
http://ameblo.jp/datsugenpatsu1208

上関原子力発電所建設に反対する理由：市民の声 2011/3/4

１）放射性廃棄物の地層処分ができない。深部流体等、NUMO自ら、外国も地層処分しているか
ら日本も出来ると言って計画を始めた物の、実際にはヨーロッパ内陸部の太古から安定している
地層とは全く違い、水によるステンレスのバクテリア浸食の可能性やマスムーブメントの可能性
があるといる。
-----資料；
第11回放射性廃棄物規制支援研究ワーキングループ概要＆資料
http://www.meti.go.jp/committee/summary/0004543/011 haifu.htmlhttp://www.meti.go.jp/committee/summary/0004543/011_haifu.html
「経産省サイト」に掲示された資料1-2の20ページ「深部流体」

結果的に、最終処理方法も、その場所探しも未定な上にこれだけの困難な条件では核のゴミは捨
て場が無く、今日も今もすでに55基の運転で生み出されている事が既に破綻（非科学的）と考え
る。新規など絶対に反対。

２）低線量内部被ばくの脅威を学んでいない人たちには推進を任せられない。
放射線研究も安全基準も 推進にと て都合がよい 原発が在 た方が嬉しいという人たちに放射線研究も安全基準も、推進にとって都合がよい、原発が在った方が嬉しいという人たちに
よってしか作られていない。既に世界の基準は欧州放射線リスク委員会の2003年勧告「新しい低
線量被曝の考え方ー低レベルであるほど高レベルの1000倍の破壊力を持って特に放射線への感受
性の高い乳幼児、胎児、若者、高齢者等の遺伝子と免疫系を損傷するetc.」を基本基準に塗り替え
ている中、日本は未だ「しきい値はある」という御用学者説にしがみついている。先日「脱原発
の日」実行委員会はもんじゅの停止と学校教育での原子力PR教育を止めるよう、院内集会にて文
科省担当官に、その科学的疫学データの訳書「死にいたる虚構」（雑則を広める会；刊）を提示
の上「よく勉強するよう」贈呈した。08年の原爆訴訟「長崎高裁」判決も裁判長がこれを根拠との上 よく勉強するよう」贈呈した。08年の原爆訴訟 長崎高裁」判決も裁判長がこれを根拠と
して認めたため、国は控訴を断念。原発の日常的に空に海に排出している微量放射能こそが未来
を失う危険を持っている。早急に基準見直しを必要としている緊急事態で、これ以上日本列島放
射能漬けは止めたい。

３）人権問題。放射能の危険性が野放しになっているために、被ばく労働者もまた、被害が闇に
閉ざされたまま40万とも50万とも言われる既に使い捨てられた労働力でしかない被害者がいる。
このための署名活動を同時に呼びかけていきたい。労働問題であり、人権問題である。

まだまだ一杯理由はある。でも、まずはこの3点において、絶対にこれ以上の新設が許される時で
はないと思います。そして、特に上関の原発計画には、
A;ここまでの経過に不正選挙や、中国電力と県の癒着等、民主政治に反する事項が多く見られる。
B;祝島の漁業権、生活権は踏みにじられる物ではない。法的に守られた権利である。
C;生物多様性国際会議の議長国として、愛知ターゲットを粛々と進めるべき時である。
生きものたちの迷惑になる建造物は造れない。この海に、この大地に、どれほどの稀少生命が有
機的な繋がりあいの中で、生命の歌を歌い続けているか、その恩恵を人間は感謝こそすれ、忘れ機的な繋がりあいの中で、生命の歌を歌い続けているか、その恩恵を人間は感謝こそすれ、忘れ
てはならない。その類い希なる瀬戸内に残されたホットスポットに、人間だけが目の前の貨幣価
値のみに踊らされる程嘆かわしいことはない。
D;既に原発立地の地域から多くの嘆きが聞かれるように、補助金と建設中に人と経済が潤うだけ
で、あとは身の丈に合わないサイズの高エントロピー箱物群が残され、経費だけで赤字を出す。
原発により、地域は疲弊する。

ひとりひとりが大切にされ、人間らしいこころをもったコミュニティを未来に持続させていくた
めには 本当のことが向かい合 て話せるコミ ニケ シ ンから始める事だ 子ども達に嘘をめには、本当のことが向かい合って話せるコミュニケーションから始める事だ。子ども達に嘘を
教えたり、本当のことは教えてはならないような分裂した教育をしている、未熟な大人社会をこ
こで考え直そう。本当のことは子供の方が見抜いているかもしれない。それを真剣に話し合わね
ばならない時。既に扱い生み出している放射能を安全に100万年先まで管理し続けなければならな
い責任を、私たちは誰もが負っているのだから。
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[わたしたちの暮らしを守るために]
上関原発に一貫して反対し続けている祝島では、大企業、大資本に頼らず、海・山の恵みを生かした暮らし
が続けられています

上関原子力発電所建設に反対する理由：市民の声 2011/3/4

が続けられています。
それが、巨大な力に負けないで自分たちの暮らしを守ろうとする力の源だと思います。
エネルギーの枯渇や農林水産業の衰退という状況で、多くの人が抜け道が見つけられない中、小さなコミュ
ニティで自然を搾取しない暮らしに私たちのこれからのモデルがあると考えます。
お金を使ってサービスを購入しないと生活できない都会人のための電力を供給するために、自分たちの暮ら
しを自分たちで賄うことのできる人たちの生活の知恵・技を生かせる場を壊すのはあまりに愚かしいです。
人の暮らしの営みを大切にしないということは、自分の暮らしも大切にできないということではないでしょ
うか。

[地球温暖化の防止のために]
原発は発電時に二酸化炭素を排出しないことをもって「クリーン」と称していますが、
実際には核分裂のエネルギーの3/1で発電し、残り2/3を海水を温めるのにつかっています。
直接海をあたため、温まった海水から二酸化炭素が排出されます。
地球を暖める熱効率は、火力発電よりもずっと高いということになります。
温暖化対策を大事だと考えるならば、今すぐ原発を止めるべきです。

[将来世代に託す課題のこと]
現在の原子力産業が何十年もかけて解決できな 核廃棄物の最終処分の問題を なぜ れからの世代が解現在の原子力産業が何十年もかけて解決できない、核廃棄物の最終処分の問題を、なぜこれからの世代が解
決しなくてはならないのでしょう？
化石燃料の枯渇、が問題であるならば、エネルギー浪費からの脱出や、自然エネルギーの利用など、小さな
規模で研究、実践できる取り組みがいろいろ考えられ、希望があります。
核廃棄物を将来何万年にも亘って安全に始末する、などという、解決策の見えない課題を押し付けられた世
代はいい迷惑です。
次世代の知恵に期待するにしても、もっと夢のある課題を残してあげたいと思いませんか?

[核を扱うという仕事のこと][核を扱うという仕事のこと]
原発を運用するためには、数多くの危険な作業が伴います。線量計・被爆手帳を持って点検・清掃作業をす
る人たちの力があって、原発を運転することができます。
コスト削減のために、無理なスケジュールで点検作業を行ったり、場合によっては点検の省力化が行われた
りするといいます。
命の危険を冒して作業をする人たちに依存せざるを得ないエネルギーを使うのはかなしいことです。
原発ができると地元に多大な雇用が生まれるでしょう。それが原発を誘致する理由であるかもしれません。
でも、被爆の危険と隣り合わせの職業は、家族を幸せにするでしょうか？自分が直接危険な作業を行わなく
ても、誰かに危険な作業をやらせるという仕事について、こどもに誇りを持って話せるでしょうか？て 、誰 危険な作業 う仕事 て、 誇 持 て話 で う
原子力を使うならば、それらの仕事は必要な仕事なので、誰かがやらなければならない大事な仕事です。
でも、原子力を使うのをやめれば、その仕事はやらなくてよいのです。

[電力会社の方にとっても]
核燃料、核施設、核廃棄物を取り扱うのは、大変な労力とコストを要するといいます。
現行の電気料金の算出方法では、原発の建設・運用コスト分も勘案して料金設定されるため原発を作ったほ
うが利益が出る、という計算もあり得るのかもしれません。
国や原子力産業の圧力があるのかと思いますが、本当はそろそろ、核を扱うという大変な仕事から足を洗っ
たほうが楽なのではありませんか？たほうが楽なのではありませんか？
そもそも危険である核物質を、地震が多く、平たい土地の少ない日本で安全に運用する、というのは、無理
難題かと思いますが、何か問題が発生したら、国の原子力安全委員会のやり方に問題があるとしても、
責任が問われるのは電力会社まででしょう。
そろそろこのような貧乏くじを引かされる仕事から手をひきませんか？

[手を引くなら、早いほうが損害が少なくなります]
この先、ウラン燃料は枯渇するし、使用済み核燃料の再処理は、諸外国でも次々撤退している困難な事業だ
から頓挫するでしょうし 核廃棄物の最終処分の目途は立たないし 核燃料の再処理もどうなるかわからなから頓挫するでしょうし、核廃棄物の最終処分の目途は立たないし、核燃料の再処理もどうなるかわからな
いし、原子力産業は散々コストがかかって行き詰ってくるでしょう。
いずれにしろ炉や核物質の始末で莫大なコストがかかるのならば、もう、新たな核施設を作るのにお金を注
ぐのをさっさとやめたほうが損失が少ないのではないでしょうか？
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