
仙台市議予定候補者へのアンケート結果(自由記載内容) 

                 2015年 7月 15日     脱原発仙台市民会議 

                                    (敬称略) 

 

若林区・菅原正和 

７番 原発再稼働ありきで動く経産省・原子力規制委員会。問題の正確な情報開示を行な

うべき。落としどころを決めて動くのは良くない。 

８番 スマートコミュニテイの都市づくりを目指すべきである。 

 

若林区・庄司あかり 

7 番 安倍政権は原発再稼働と一体に、賠償をはじめ原発事故被害者支援策を打ち切り、

縮小させる動きを進めている。加害者である国と東電が賠償と除染に対する責任を果たす

べき。事故は収束どころか、汚染水漏れや相次ぐ労働者の死傷事故など危機的な状況。国

は事故原因の究明と事故収束、汚染水対策を最優先課題として全力をあげ、国内外の英知

を結集する体制を確立させるべき。 

８番 仙台市は自然豊かな環境を活かして、風力・波力・水力など自然エネルギーをおお

いに開発すべき。他の大都市に比べ、夏のエネルギー消費を下げられる有利な環境にもあ

る。冬の暖房効率を上げる研究に力を入れるべき。 

９番 共産党議員団は議会では積極的に原発問題を取り上げています。そうした共産党の

取り組みを会の皆さんに知っていただきたいと思います。これからも情報交換をよろしく

お願い致します。 

 

若林区・相沢和紀 

２番 避難者一人ひとりの実態をしっかり把握していない中で、具体策を示すのは困難で

あり、回答しかねる。 

３番②項 ヨウ素剤の配布は再稼働が前提であり、再稼働自体が問題である。よって配布

は必要としない。 

３番③項 １０７万人の避難計画を作ること事体不可能である。どこに行くのか？ 

６番 大規模な蓄電施設が国の１００%補助で整備されている。原発はゼロとすべき。ド

イツ等の先進事例に学ぶべき。 

７番 福島事故は電力会社の営利主義がもたらした結果であり、エネルギー政策を進めて

きた自民党の責任は重い。雇用の面などで、国がしっかりと対策すべき。 

８番 エネルギーの自給自足をすすめるべきであり、市民が発電等を担うことが大事であ

り、電力会社からの支配も弱く出来る。 

 

太白区・及川英樹 

１番③項 現状の体制に、土壌も含め、対応した方が良い。 

４番 地熱発電に力を入れるべき。 

７番 あの様な事故を経験したにもかかわらず、原発を再稼働させるのは、とても疑問。 



８番 市民の皆様に、エネルギーの使い方や向き合い方等、必要最低限の取り組みのほか、

地熱や太陽光発電のビジョンを作成すべきと思う。 

 

太白区・岡本あき子 

１番③項 市内 7 カ所で空間線量の継続測定、学校給食の食材や水道水の検査、農産物等

の検査も行っており、結果も公表していることは評価している。 

２番 自主避難者すべてを対象にすることは難しく、13 市町村に限るのはやむをえない。 

３番③項 災害発生時は屋内退避を迅速に行うことが現実的である。その後パニックを起

こさず、冷静に判断・行動できるよう、段階に応じた対策と平時の準備が必要。 

５番 国や県の議論を踏まえるとともに、住民・国民の理解と地域住民の合意を前提とす

る。 

7 番 子ども被災者支援法に基づく、実効ある救済・支援策の実施を国の責任において行

うべき。国の政策は経済優先で、復興・原発の収束については二の次になりつつある。 

8 番 東日本大震災被災の政令指定都市として、省エネ・再生可能エネルギーを最大限引

き上げる努力を率先して実施する。 

９番 2030年代に原発ゼロを可能とするよう、あらゆる政策資源を投入し、原発に依存し

ない社会をめざしましょう。 

 

太白区・小山勇朗 

７番 東京電力を早急に国有化し、国が責任をもって被害者に対し、最後まで保障すべき。 

８番 太陽光発電の増設および藻類の再生エネルギー研究を進め、下水処理水を最大限活

用する。 

９番 原発を無くすまで、共に頑張ろう。それが絶対的に安心だ。 

 

太白区・佐々木心 

１番③項 批判をするための調査ではなく、現状把握をするために、調査は必要。 

７番 東日本大震災から 4 年 4 カ月が経過しようとしている今、諸問題に対し確かな解決

策がある一方で、浪江町の様に時が止まってしまっている現状がある中、我々世代が責任

と行動力をもって、安全で安心な解決策を作っていく！ 

８番 水工社会の実現。交通手段が自動車である我が町仙台にあっては、燃料電池自動車

の普及が必要である。 

 

太白区・いのまた由美 

２番 13市町村以外にも同じような住民サービスを拡大すべきで、東京電力や国にも責任

を持たせるべきです。 

４番 (Ｃ)に賛成だが、再生可能エネルギー・省エネルギーについては、より積極的・計

画的に行なっていくべきです。 

7番 汚染水のたれ流しや帰還できないことや、健康への悪影響、関連死、自主避難問題、

支援打ち切りなど、あまりにも問題が山積している。 

８番 再生可能エネルギーの拡大を。現在の取り組み以上に民間にも呼びかけ、さらに拡



大していくべきです。同時に省エネの工夫を推進するべきです。 

９番 私の重点的におこないたいこととして「被ばくを防ぐ。脱原発」を掲げています。

現在の被ばくを防ぐために、特に子どもに関わる部分、学校・公園・通学路の除染や給食

の放射線測定を続けていくこと、強化することを訴えます。また過去や将来に必要になる

対策費用の賠償を東京電力に、仙台市として強く求めることを提言します。将来の被ばく

を少なくしていくために、原発の再稼働は認めないこと。原発事故時の対策を徹底するこ

とを訴えます。貴団体とも協力し、より多くの市民と力を合わせ、脱原発を実現するため、

がんばります。 

 

太白区・嵯峨サダ子 

７番 原発避難者に対して、支援の対象を線引きしている問題、損害賠償についてもせば

めている問題など、事故責任についての対応が被災者の理解が得られていない。基本的に、

東電と政府の対応に問題がある。 

８番 仙台市は、山から海までという地形をいかして、小水力・風力など、太陽光発電も

含めて、自然エネルギーに転換する方向で、検討を始めるべきと考えます。 

９番 日本共産党市議団は、6 月議会代表質疑で「女川原発の再稼働、原発事業からの撤

退を東北電力に求める議案に、市民の声を代表して株主総会で賛成票を投じるべき」と主

張しました。 

 

太白区・ふなやま由美 

７番 福島原発事故により１３万人もの方々が故郷を丸ごと奪われ、避難生活を余儀なく

されています。福島県では災害関連死が直接被災死を上回るなど、生命と健康が脅かされ

ていることに怒りを感じます。深刻な汚染水問題やトラブルの続出、困難な作業にあたる

労働者の劣悪な労働実態など、問題を上げれば数限りなくあります。被害者への賠償と除

染の打ち切りなど被害者の切り捨てを行う一方で、加害者である東京電力に対しては国民

の税金と電気料金で救済しようとするなど、言語道断です。国の責任で収束のために、世

界の技術と英知を結集し全力をあげるべきです。 

８番 仙台市は全国ではじめて、三居沢において水力発電をした自然エネルギーの歴史を

持つ都市です。そして自然環境に恵まれ、自然エネルギーの可能性が豊かです。またスパ

イクタイヤ廃止など環境問題の解決に、市民ぐるみで取り組んだ経験があります。省エネ

ルギーの分野でもこの優れた経験をもとに市民運動にしていけば、百万都市での省エネ最

先端都市にしていける条件を持っていますし、「脱原発都市宣言」を行い脱原発政策を進め

るべきです。 

９番 安倍政権が鹿児島県川内原発を突破口に原発再稼働を何が何でもおしすすめようと

することを断じて許せません。また危険な原発を輸出するために、世界中にセールスし外

遊をしていることは、本当に許しがたい。福島原発事故で甚大な被害を受け、この東北で

最も人口規模のある仙台市が、はっきりと「原発ゼロ」にむけた行動をとるべきです。と

ころが東北電力の大株主である仙台市が、再稼働反対・脱原発を求めた株主提案に対して、

拒否し続けていることは本当に許せません。 

 



青葉区・村上一彦 

１番①項 本来であれば全員が望ましいが、予算等の問題をクリアしなければならない。 

７番 きめ細かな対応が必要である。 

８番 原発再稼働させないために、自治体として再生可能エネルギー推進の為のエネルギ

ー政策が必要である。 

 

青葉区・ひぐちのりこ 

６番 現在原発が稼働していなくてもエネルギーは足りている。原発ゼロを目指すべき。 

７番 各調査においても、原発にたよらないエネルギーをすすめるとの回答が多い。世論

をふまえ、脱原発社会を目指すべき。住民、とりわけ子どもの健康第一との視点をもち、

検査をし、必要な体制づくりをすべき。 

８番 自然エネルギー・再生可能エネルギーを推進すべき。とりわけ藻類バイオマスが実

現するための体制作りが必要。電力の無駄使いをなくし、エネルギーの地産地消を目指す

べき。 

９番 仙台市は原発事故対応に多くの財源支出をしている。東京電力に対し、支払いを強

く求め、東京電力は応じるべきである。 

 

青葉区・西澤啓文 

１番②項 試験焼却を実施し、その結果に基づき焼却等すべき。 

３番③項 もう少し具体的な内容を検討すべき。 

４番 再生可能エネルギー等に関する市民の共通理解を構築しながら、本市にふさわしい

戦略的なエネルギー関連施策の充実・推進を図っていく。 

 

青葉区・早坂あつし 

１番②項 国の責任のもとでどのような処理方法があるか、また、しっかりと国民に説明

をし進めるべきである。 

１番③項 いつ、どこで、どのように、いくかわからないので放射能の怖い所であるから、

仙台市が独自で、定期的に検査する必要がある。 

２番 避難されている方々が将来を展望できる何らかの環境づくりが必要。 

３番③項 原子力災害の怖さを市民一人ひとりに意識してもらうことや、情報の確かな伝

達等も大切であると考えます。 

７番 後手後手にまわった国の対応、とくに事故直後の対応があまりにもひどすぎる。国

が責任を持って解決すべきである。 

８番 隣県福島の原発事故で、仙台市民も恐ろしさを身を持って経験した。だからこそ、

未来に向かって、自然エネルギーに転換してゆくことが必要であると考えます。 

 

青葉区・花木則彰 

１番②項 東電と国は降下放射性物質の排出者責任を果たすべきである。現状は 8000Bq

以上は処分場への引き取り責任を取るが、8000Bq未満は何の責任も取ろうとしていない。

降下放射性物質、主に放射性セシウムは「処分」できない。安全に「管理する」責任を果



たすべきである。 

 設問で「自治体に 8000Bq 未満の管理責任がある」としているのは誤り。自治体は廃棄

物として出された場合に、その処理を仕事とされているだけであり、降下放射性物質の管

理責任は取ろうとしていない。東電と国に、この管理責任を果たさせなくてはならない。 

 降下放射性物質の管理には、汚染対象物の放射性レベルや物理的・化学的状態に応じた

形態が必要である。その点で汚染した稲わらなどは、レベルが低いものは減容のため、管

理された焼却施設で焼却することは方法の一つである。仙台市内にある汚染した「ほだぎ」

(シイタケ栽培)は 35,000本 245トン、牧草は 656ロール 327トンあり、それぞれ 135Bq、

490Bqとされている。7月 13日から 17日のその一部を焼却工場で試験焼却する予定であ

る。テストを行うこと自体は反対していないが、安全性が確認できるような測定環境がな

い中で行っても無駄であり、アリバイ作りにしかならない。 

 低いレベルの落ち葉や、薪、灰などは市が無料で引き取り、泥と混ぜて水溶しない形で

管理する。その費用は国と東電に請求すべきと考える。 

２番 復興公営住宅への解除区域被災者入居を拒否しているように、仙台市は国が法律で

決めたことしかやっていない。被災者として支援をしっかりおこなうべき。 

３番②項 コンクリート造りの指定避難所に、ヨウ素剤を配備する。爆発から 2 時間でプ

ルームが到達するまでの間に、避難・服用できる計画とすべき。 

３番③項 Ａに近いが、結論的には百万市民の域外避難は困難であるため、再稼働させな

い。廃炉に向う決断が必要との立場。細かい避難計画は立てられない。 

６番 「減らす」のではなく、今「ゼロ」なので「ゼロのままに」。 

７番 事故の原因究明も、収束もされていません。ここに学者・研究者も、事業者、そし

て国が全力をあげるべきです。重大な環境破壊に対して、放射能の被害から人々を守る手

だてをつくすことです。原発は再稼働させず、廃炉の決断を政治が行なうべきです。 

８番 仙台市には海も山も川もあり、風力を筆頭に波力・水力とポテンシャルの高い自然

エネルギーが利用可能。他の大都市に比べ、夏のエネルギー消費も下げられる有利な環境。

冬の暖房効率を上げる研究に力を入れれば、都市の省エネで先進地になる可能性も。 

９番 仙台市の放射性物質による汚染は、廃棄物処理の仕事としてではなく、騒音や大気

汚染などと同様に、生活環境を守る仕事として、市が取り組むべき課題です。今後も市に

必要な仕事を行なわせるよう、皆さんと力を合わせてがんばります。 

 

泉区・あびこ雅浩 

１番③項 現状の体制の中で、経過観察を継続する。 

２番 避難者への支援は原因の区別なく、必要な住民サービスは行なうべきものと考える。 

３番①項 国と宮城県の動きを踏まえて、人口集積都市として市民の安全確保にむけたよ

り妥当なものを検討する。 

４番 エネルギー供給体制の多元化は当然ながら進めていくべきもの。 

９番 今回の事故により我が国のエネルギー供給体制のあり方について、国民が我が事と

して考えることになった。安定性・安全性・経済性の観点を基軸として、次世代へしっか

りとしたエネルギー供給体制を継承していく責務が私どもにあると自覚し、柔らかな視点

で取り組んでいきたい。 



 

泉区・ふるくぼ和子 

7番 事故の重大性と深刻性をせばめて、切り捨てる国と東京電力のやり方は許せません。

自主避難者を支援対象からはずしたり、住民不在の帰還の進め方、健康管理など、どれを

とっても「切り捨て、狭めて、支援をしない」のは、あらためさせなければなりません。 

８番 現在原発は動いていないが、電力はまかなえています。ＣＯ２の排出も削減すべき

課題ですので、再生可能エネルギーにプログラムをたてて、原発はゼロにするエネルギー

政策が必要です。仙台市は市域が広く、海も山も川もあります。巨大な施設を作るのでは

なく、小水力・波力・風力など、コミュニテイ単位でのエネルギー供給も検討可能だと思

います。 

 

泉区・野田譲 

７番 避難してきた住民や市民に対して、求められる迅速できめ細かな対応と情報提供が

遅れたのは、国からの事故による放射能被害情報提供のタイムラグや状況把握の遅れによ

るものと認識している。 

８番 仙台市でも、地球温暖化防止策の一環として、太陽光発電システムを積極的に導入

しているが、さらにより多くのエネルギーを再生可能な自然エネルギーに転換していく施

策を進める必要があると考えている。 

 

泉区・石川けんじ 

７番 東京電力と国の責任で対応すべき。 

８番 脱原発、自然・再生可能エネルギー利用。 

 

泉区・甲田涼司 

１番②項 仙台市と東京電力(国・県)と協議の上、安全管理・安全処分。 

２番 仙台市独自の保養支援メニューを検討すべき。 

７番 もう少し勉強してから、見解を述べたいと思います。 

８番 安全確保の上再稼働はやむを得ないが、将来的には脱原発にすべきと考えます。そ

の為には、様々な再生可能エネルギー・省エネルギ―政策を採り入れ、防災力日本一をめ

ざし、先進的な未来のある仙台市を作っていきたい。 

９番 新人でまだまだ勉強不足が否めません。色々とご教示いただければ幸いです。 

 

宮城野区・田村稔 

７番 今回の原発事故の反省を踏まえ、原発に替わる自然再生エネルギーを併用する等の

エネルギーシフトを段階的に実現し、原発への依存度を低減するように努めていかなけれ

ばならない。 

８番 生活安全を最優先とした持続可能な社会の構築の為、市としての助成等を引き続き

検討する。 

 

宮城野区・高見のり子 



１番②項 当面身近な放射能汚染物質は自治体が管理しその費用を国と東電に請求すべき。 

２番 仙台市は福島の自主避難者や解除区域の皆さんの復興公営住宅への入居を国にした

がって認めていないのは問題。自治体としてもっと支援すべきだ。 

３番③項 原発は廃炉にすべきことが前提。 

７番 福島の現状を正確に知らせることが大切。特にバッシングをあおるような報道は問

題であり、希望を見いだせるような対策をすることが政治の責任であると思う。 

８番 仙台市の自然環境を生かした再生可能エネルギーをもっとすすめるべき。国にもの

を言わない市長の姿勢を改めるべき。 

 

宮城野区・辻隆一 

７番 東電の責任問題があいまいになってきている。国の責任も含めて、しっかりとした

対応が必要である。放射性廃棄物の処分問題、健康被害対策など、全ての面で改めて整理

していく必要がある。 

８番 東北電力の「買い取り」の問題もあるが、自然・再生可能エネルギーの率を増やす

よう、計画を立てるべきだ。津波被災地などで、エネルギー等の研究施設の誘致などにつ

いて、明確になっていないので、具体的政策を明らかにすべき。環境都市としての以上の

様なことを率先して示すべきと考える。 

 

宮城野区・平井みどり 

２番 ４年経過していることを踏まえ、ニーズを再検討する必要がある。 

７番 原発が大変危険なものであることを、私達はあの事故から学びました。経済を理由

に再稼働させるべきではないと考えます。また生産した電力は福島で消費されていた訳で

はありません。ある意味、沖縄と同じ位置付けを感じます。 

８番 太陽光発電等の再生可能エネルギーの発電を、個人も含め活発になる気運が一時あ

りました。しかし送電線の問題や買い取り価格の問題で頭打ちになっているように思いま

す。もっと流通する体制を整えるべきと思います。 

９番 だれかの犠牲の上になりたっている幸福は、本当の幸福ではないと思います。 

 

宮城野区・伊藤直樹 

７番 被災者すべての身体・心のケアをしっかりと行ってもらいたい。仙台も対岸の火事

の話ではないので、主要施設等の放射線量測定等、しっかりと対応すべき。また、風評被

害等も切実な問題と考え、国・県・市と連携し、安全・安心ということを食料等も含め、

ＰＲすべき。 

８番 仙台市でも再生可能エネルギーの助成を民間にも行うようにすべきと考える。また、

電力の買い取り自由に向けて、仙台市も光熱費の削減の面で検討していくべきと考える。 

 

                                   以上 


