
電子メールによるメッセージ（原発訴訟関係）

番　号 受信月日 内　　　　　　　容 送付者

311の大災害により、まだ原発は人類の手に負えないことが証明されました。

大間原発建設中止訴訟は大変立派な行為です。

函館市の市長、市民の皆さんを素晴らしく思います。

私は、神奈川県民ですが、今回の大間原発建設凍結の提訴について、

その理由も含め、全面的に賛成です。

昔、NHK青森放送局に六年間勤務したことがあります。函館には取材・観光などで何度も訪れました。

全人類のため、政治的立場を超えて、原発は無くすべきものだと考えています。

わずかなことでも、何かお手伝いできることはないかと、今、思案中です。

頑張ってください。　

　大間原発差止め訴訟のニュースを拝見いたしました。

　すばらしい決断だと思います。

　自治体が国を相手に訴訟をするのは大変だろうと思いますが，是非ともがんばっ

て下さい。批判も多いと思いますが，賛同の方がより多いと思います。

　本当にごくわずかですが，寄付金を送金させていただきました。

　がんばって下さい。

私は下北半島に位置するむつ市民ですが、函館市の英断に感銘を受けました。

建設地の地元にいながら阻止できませんでした。頑張ってください。

応援します。
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東京都民でありますが、是非頑張って中止させてください。日本国民全体の悲願です。 東京都男性4月3日

4月3日 福岡県在住

4月3日
神奈川県

男性

男性4月3日

4月3日
青森県むつ市

男性



電子メールによるメッセージ（原発訴訟関係）

大間原発建設反対!!に 賛成です。

私は 札幌在住ですが 万が一 トラブルがあったら その時の気象条件によっては 広範囲に渡り被害が想定されます。

福島原発で トラブル後の処理が まるで他人事のように 政府は 電力確保の為に 原発推進の動きが見られ 納得いきません!!

この度 いち早く 函館市長が反対の姿勢を見せ どんなに 市民は 心強い事か…

これは 函館のみならず 北海道全体で反対運動をするべきだと思います!!

大間では 原発推進派もいるようですが…

雇用確保や建設業の設けの為に 承認して後悔してるのが 今の福島です!!

原発は 泊にもありますが 私は 廃止を望んでいます。

テレビニュースで 市長を拝見し 失礼ながら

メールしました。

どうか 函館を守って下さい！

工藤市長の英断に感動‼賛同‼

頑張ってください‼

当たり前のことをしています。

北海道道民として、誇りにおもいます！応援しています‼

負けないで‼

先ほどニュースで大間原発について初めて知り、こちらにメッセージを送らせていただきました。

記者会見での工藤市長の毅然とした対応、勇気のあるご発言、本当に素晴らしいと思います！

福島原発が今だ汚染水問題を解決できていないにも関わらず、別の土地に新しく原発を建設しようなどとは論理的に全くおかしな話です。

勇気ある函館市の皆さん、工藤市長を応援しています！=

上件先刻報道に接しまして、元市民のひとりとしてこの度の貴市の行動を強く支持いたします。

今は本州に在住していますが大変気がかりな事案であり、今後とも注目していきます。何かお手伝いできることがあれば良いのですが。

いろいろな困難、障害などあると思われますが、ご担当の皆様方にはお身体を大切にされて、勝訴に向かって奮闘を期待しております。

テレビのニュースで知りました。

私は函館市民ではありませんが、

函館の街が昔から世界一好きな道民です。

大間原発に反対するのは当然です。

工藤市長、あなたこそ政治家です。

がんばってください！！

日高から応援してます。

福島県民です。大間原発建設差し止め訴訟。。。市長さん頑張ってください！

4月3日 北海道在住10
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4月3日 北海道在住

4月3日 東京都在住

4月3日 男性

4月3日 匿名



電子メールによるメッセージ（原発訴訟関係）

本当に原発はもういりません。私達は、震災以降毎日不安な生活を送っています。子供の体のこと・自分の体のこと。

一度ばらまかれた放射性物質は消えません。どう頑張って除染しても根本的に消えることはありません。

私は震災後、函館に旅行に行きました。とても素敵な街でした。夜景も最高でした。朝市の食事も美味しくいただきました。

もし、事故が起きれば全てダメになってしまいます。

市長さん、市民の皆様声を大にして建設反対を。応援しています。

乱文にて失礼いたしました。

子や孫や日本国土を守るために！

金でいのちを売ったらいけん。です。

後日、送金します。

函館市のこういう提訴、よくぞやったと思う。

応援しています。

今回の原発訴訟については、工藤市長の考え方を支持します。正しい日本を取り戻すためにみんなで頑張りましょう。

危険な原発は廃止しましょう！必ず勝ちましょう！

すばらしいです！

核といのちは共存できません。

　私は建設凍結と言われるより、

原発反対の訴える一旦として、

ささやかではありますが、その意志表示として

送金させて頂きます。

本日、大間原発建設中止の提訴についてのニュースを知りました。

私は現在フランスに住んでいますが、３１１以降、毎日原発関連のニュースはチェックしています。

また、大間原発建設についても、小笠原厚子さんのあさこはうすの活動を通して存じておりました。

先日、ここフランスでも、３年後の福島の回復しきれない実態がテレビで放映されていました。

世界は、この大きな問題が進行中にも関わらず、日本で原発が建設され、再稼働され、輸出までされることを

訝しく思ってみています。

そんな中での市長のご決断と、函館市民の皆さんの真摯な意見表明は本当に立派だと思います。

久しぶりに日本を誇らしく思えました！

難しい裁判かもしれませんが、がんばってください。

故郷や古里の自然を取り戻せなくなってしまうような危険を作ってはいけないのです。

4月3日 福島県在住
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4月3日 匿名

兵庫県在住4月3日

4月3日
パリ在住日本

人女性

男性
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電子メールによるメッセージ（原発訴訟関係）

東京電力福島第一原発においてあのような悲惨な重大事故をおこしながら未だに帰宅できない所か、高レベル放射性物質プルトニウムや

アメリシウム、ストロンチウムなどの放射性廃棄物を出し続けている現状、極めて長期１０万年もかからないと０にはならない危険な物質を国は

どのように考えているのか。

特にストロンチウム９０は骨にたまりやすく、成長期の子供たちが危ないとされている事からみても、観光地である函館は絶対反対を

貫き通して頂きたいと思います。観光は愚か、海産物や田畑の作物まで、いやいや発ガン性物質を体内に入れさせない為にも住民の

健康第一を考えても建設中止を訴えていきましょう。心から応援いたします。

頑張れ、函館市・・。　

一地方自治体が、国のエネルギー方針に反対するなら、自らが範を示していただきたい。是非とも函館市役所は、北海道電力からの送電を

お断りしてから、大間原発に不服を申し立ててください。東北の電気料金の値上げに代替案も示さず、放射線学に無知なまま、人々の

恐怖心を煽るだけなら黙りなさい。

３１１福島原発事故からわずか３年しか経っていないし、福島原発事故の原因も未だに解明されていないにも関わらず、

安倍政権は「世界最高の規制基準だ」といいますが、規制庁は自らの規制基準は「決して安全を保証するものではなく、原発を

運転する最低の基準だ」といっているのです。

おまけに、原発事故時の避難計画が出来ていなくても、規制庁は「運転を許可する判断の基準にはしない」と言っているのです。

米国の規制庁NRCは避難計画が出来ていなければ運転を認めません。そんな基準が世界最高の基準といるのでしょうか。

30キロ圏内の自治体は原発事業者との間で運転の可否を決める安全協定を結ぶ権利があります。

みなさんの勇気ある決断と行動に私たちも見習って、「全国の原発の安全が確立するまで動かすべきではない」という意味で、勇気を持って行動します。

これから国による様々な嫌がらせや切り崩し工作などが襲ってくることと思いますが、全市民が一致協力して運転反対のたたかいに邁進してください。

工藤市長を先頭としたあなた方の行動は、私たちの住む日本と日本人の希望です。

ありがとうございます。

　　こんにちは、函館出身で今は東京在住の者です。

この度の、大間原発差し止め訴訟、本当にありがとうございます！　　私の愛する故郷函館。

海も山も空も街も人も大切な函館。　　危険で理不尽な大間原発なんて、やめて欲しいです。

訴訟のご英断をなされた工藤市長と市役所の皆さまを誇りに思います。

私も遠くにいても何かできることをしたいと存じます。

どうぞよろしくお願いします。

ニュースで原発に関しての訴訟拝聴しました。

特になにも出来ないと思いますが､応援させて頂きます｡

相手は手強いと思いますが､工藤市長ガンバレ!!
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4月3日 岐阜県在住

4月3日 匿名

4月3日
大分県NPO
法人男性

4月3日
東京都練馬

区女性

東京都男性4月3日



電子メールによるメッセージ（原発訴訟関係）

今回の大間原発の件は当然の道産子権限として、地域保護を主張してあたりまえだと応援するしだいです。

福島原発その他原発地域を含めて、原発運用の安定度で国家が動揺してるのに、たかが一部の不必要

企業が行う、地域安全を無視した建設行動は横暴無比で国家、馬鹿企業　を提訴して正解だと思います。

大間市長は第二の田中角栄になりたいのでしょうか、自分の地域さえ汚れた金でも入金出来れば

裕福になれると思っているのだとしたら末代まで恨まれる行為だと思います。

私の住まう隣のマンションは福島原発爆発後、３ケ月もしないうちに福島ナンバーの車が駐車し

福島原発近郊から退避した若者たちが３組くらいおります。

私は自民党という党を信じておらず、（痔眠倒）と変名して侮辱して楽しんでおります。

戦後自民党（痔眠倒）は原発政策で何をしてきたか歴然とした事実があります。

田中式舵無しブルドーザーが進めたタコ部屋式政治運用が今、痔眠倒員にも刷り込まれ、はんかくさい

ほんじない中央行政が地方を馬鹿にした、政策を司るのだと思います。

はっきり言います！　岸　信介は満州で何をしたのですか　　　佐藤　英作は日本国有鉄道で何をしたのですか？

阿部　痔眠倒　総裁　首相はこれから何をするのですか？

簡単な解答です。

日本を軍事大国に戻して、また諸外国を蹴散らせる強国に戻したいのです！

谷垣の御母さんの御父さん影佐さんは中国大陸で何をしていたのですか。

国粋主義が臭すぎる自民党員は尻（私利）の穴が腐りきっているので痔眠倒と名付けた私のいたずらは

侮辱、侮蔑するのでは無く事実表現です。

工藤市長の歴然とした態度表現を応援します。

我が故郷の北海道をいたわりたい。

差し止め訴訟応援しています。

我が故郷、函館を守りたい。

実家が函館にあります。

廃棄物の処理問題は解決の方法がないこと、事故がなくても定期点検では労働者が被曝すること、

これだけでも原発は中止すべきです。

差し止め訴訟を支持します。

事故が起こってからでは遅い

行政のトップの叡慮がいまこそ求められています。

ご健闘を期待します

強く、支持します。

国や道からの嫌がらせに負けず、正しい道を追求してください。

4月3日24
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26 東京都北区
在住4月3日

神奈川県川
崎市６１歳男

性

静岡県藤枝
市男性4月3日

4月3日

埼玉県川口
市男性



電子メールによるメッセージ（原発訴訟関係）

大間の原発建設を是非　中止に追い込んでください。

市長様みたいな勇気ある行動を国民全体が認識することを願っています。

気持ちばかりの訴訟費用をカンパいたしたいと思っております。

応援しています！

28 4月3日 函館＝自分勝手　というイメージを広めていきたいと思います。 匿名

TVで大間原発の反対声明についての放送を見ました。

私は何党にも属するものではないですが、市長様の行動に

勇気と人間としての希望を与えられました。

　是非、がんばってください。

私も原発反対です

絶対反対です

電力がどれだけ必要かわかりませんが、今はつかいすぎで、正直足りています

私は今は都民ですが北海道にいたときとくらべて

毎日ビルからの宣伝広告のあかり、強い電気のひかりで目がちかちかします

明るいのは、夜に帰る時、危険なところはあるので

ありがたいと思う反面、こんなにいらないのにともかんじます

なぜなら

震災直後の、節電のための暗さ　　あれでわたしは十分でした  いかにいままで無駄がおおかったとおもいしりました

震災後、現地に行きましたが　正直、私が住む場所も奪われ、保証も十分にされず、

なにより

日常生活をうばわれる　これが恐ろしいです　自然の力はとめられません

でも

回避できるものはするべきです

生活を取り戻せない心の傷は深くて、私は現地のかたたちの　街にまだのこる暗さを感じていたたまれないです

あんな思いをさせるリスクをおわないでください

原発についての安全性がはっきりしてないまま建設なんておかしいです

中止をお願いします

福島には、もう帰れません

国は帰れるといってますが、若いこれからの日本の宝たちは住もうとは思わないでしょう

若いせだい、未来、５０年１００年２００年先のためにも　永久に中止をお願いします
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男性4月3日

大阪在住女
性4月3日

東京都在住4月3日30



電子メールによるメッセージ（原発訴訟関係）

原発反対の件、誠にもって賛同いたします。

よくぞ、正義の旗をあげていただきました。

福島の事故が終息もせず、トラブル続きの中、原発を再稼働する方向に持っていくことじたい

きわめて政府の方針は非常識だと思います。

無責任な政治家の決定により、日本国、本土に住めなくなるという事は絶対に、避けなければなりません。

応援しています。頑張ってください。

訴訟応援します。

私はかけがえのない命と引き換えの原発は何があっても反対です。特に日本の場合は火山、

地震国でありこれ以上の原発事件は国の存亡に関わると大変危惧しています。

また日本は技術立国を標榜している以上、何としても、初期費用がかかろうが原発以外で賄えるモデル国となるべきです。

最大の被爆国でもあるのにこんな簡単あことがわからないのは不思議、というよりやはり既得権の打破が必要なのだと思います。

訴訟頑張りましょう。

函館生まれ、育ちの純35歳の男です！市長、頑張って裁判勝ち取って下さいね！函館に放射能届いたらもう住めませんよ！

魅力的な街ランキング常に上位の函館。もっともっと磨いて札幌、京都より魅力度、経済挙げて頑張りましょうよ！当方は訴訟大賛成です！

さすがと思いました！近いうち、寄付金出しに市役所行きます！頑張って！

工藤市長万歳！函館市役所万歳！

家族で市長を、函館市役所で働く皆さんを応援しています。

これからも、日々大変だと推察しておりますが、どうか函館市の未来のために、よろしくお願いします。

千葉県我孫子市の市民作詞家・若松慎吾です。

全国初の、行政による原発凍結提訴の英断に賛同します。

私の「さようなら原発」の歌は、こうした市民運動に役立てていただきたく、作りました。

詞・曲・デジタルオケはすべて私のオリジナルですので、譜面の配布やオケの利用など無償でご使用いただいてかまいません。

一般の人々がみんなで歌いやすいような曲調に仕立ててあります。どうぞお気軽にご利用ください。

このサイトからお聞きいただけます。

http://www.geocities.jp/sayounara_genpatsu/

どうぞがんばってください。

昨日、大間原発建設開始のニュースを見てなにか反対署名などできないかと思っています。

何かありましたら教えていただけませんか？

函館市在住
４０代女性4月4日

千葉県我孫
子市男性4月4日

4月4日
大阪府在住

主婦

4月4日 男性

神奈川県相
模原市男性4月3日31

横浜市５８歳
男性4月3日32
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電子メールによるメッセージ（原発訴訟関係）

今朝の地元紙・中国新聞第一面で読んだ。政府が反応をしない立場を貫いている以上、訴訟で話し合いのテーブルに着かせるしか方法はない。

周辺自治体への理解を求める態度を示さなかった国は、不誠実だと感じる。フクシマ以降の事態だけに、裁判所もかつての門前払いではない対応が期待
される。
市役所窓口に訴訟支援の署名用紙は置かれていると思うが、世論をバックにしないと当事者だけの争いは全国的広がりになりにくい。全国の周辺自治
体
ネットワークをつくる中心に貴市がなることを。

このたびの函館市による大間原発建設差し止めの訴えは当然の事だと思います。福島での原発事故以来、日本政府は何も

責任の所在を明らかにしないまま、また各種事故調査報告書の検証も怠り事故原因を究明する事も無く、原発再稼働させようとし、

更には新増設までやりかねないありさまです。立地自治体は自身の経済が成り立たない事だけを理由に再稼動を支持していますが、

周辺自治体は危険だけを背負わされています。函館市の提訴を契機に日本中の原発周辺自治体が立ち上がる時が来たと思います。

函館市は他の周辺自治体にも働きかけて大きなうねりを起こして頂きたいと思います。

遠く、東京から応援しています。

本日の中日新聞を読んで、表題のような提案をします。日本海連合をご存知でしょうか。10年ほど前から青山千春海洋学博士提唱。

「日本海側では高純度メタンハイドレートが採掘できますよ」「地球温暖化は二酸化炭素排出が元凶とのＥＵ主導の論をマスコミ報道していますが、

直径50ｍ～500ｍのクレーター様のくぼみから高さスカイツリーぐらいのメタンプルームが、狭い海域の中で多数見つかっているこのメタンは温度が上がる
と
海水中に溶け込み、蒸発したメタンガスの温室効果は二酸化炭素の20倍とか。これを採掘して燃焼させれば二酸化炭素並みの濃度になるようです。

このメタンハイドレートは日本が購入している天然ガス使用量の100年分以上賦存していると予測されています。日本はもはやエネルギー大国と見られて
いる
そうですが、石油利権にしがみつく政財官学のシロアリ群に妨害されて平成18年ごろまで世界一高値で輸入し国益を食いつぶすようです。

脱原発論者の元総理を講師に招き意見交換するとよいアイディアをいただけるかもしれませんね。今後の取り組みに期待し、函館市ＨＰで建設凍結訴訟
の
経過を見ています。

今朝の新聞で大間原発凍結提訴の記事を読みました。ご英断に敬意を表します。全国に影響を与えるとても大きな働きかけで、

自治体及び一般市民に勇気を与える政策です。ご苦労多々と推察しますが、どうかどうか、頑張って下さい。心から応援します。

このたびの提訴については、心より賛同し、感謝致します。

原子力発電所はもとより、平和利用でもエネルギーのためでも環境のためでもないことは、

福島原発事故以来、はっきりと国民に知らされました。

その上に、さらに危険な大間原発を建設する理由はありません。

どうか、北海道の自然と産業を守るべく、頑張ってくださいますよう、よろしくお願いいたします。

今回の御市の大英断、支持いたしております。

さまざまな圧力の中で、よくご決断してくださいました。

ああいう重大な事故を起こしながら、いままた原発建設、再稼働を考える政府と原子力村の手法は国民を愚弄しているものと思います。

微力ですが遠い九州の地から応援しております。

ご健闘を祈ります。

4月4日40
京都府長
岡京市在

住

4月4日41 匿名

熊本市女
性

4月4日42

4月4日39 愛知県在住

4月4日
広島市在住

男性

4月4日
東京都世田
谷区在住女

性
38

37



電子メールによるメッセージ（原発訴訟関係）

今回の函館市の行動を高く評価させていただいております。

我々の街も浜岡原発からUPZ圏ぎりぎりの地域で、今年2月当県にも被害を及ぼした大豪雪で、東名高速を始めとする

交通網が大混乱し、それを平常時に戻す為に大苦労していたのを見聞き、そしてこれが仮に南海トラフ巨大地震に連鎖するであろう

浜岡原発事故発生時に、避難するのに一体どのルートがあるのだろうかと（個人レベルで）様々にシュミレーションして見たのです。

でもいくら考えても、その手段など見えてきませんでした。

誰も、そんな『避難想定』など考えられない程、難しく、そして深刻な仮題なのですが、

それが分かっていながら、目先の金とそして強い企業論理に、一部の市町村がし流され？、

そうしたイメージが函館市のHPに掲載されている『電源開発』からの回答書にも読みとれ、その文章には企業としての温かな感情や、

広い意味で地域を思いやる心配りなど微塵も感じとれませんでした。

福島があれだけ深刻な事故を起こしてのその後の東電の対応、僕も、東日本大震災による津波想定見直しによる浜岡原発の防潮提工事ｔの

見学に応募して昨年末に現地に行きましたが、中電の現場説明員の対応は高飛車（僕にはそう見えました）で、

見学最後に原発に頼らない様にと『県もっと県民に、電気を大切に使う啓もう活動を押し進めたらどうか』との質問に、

説明員は『私はそうは思いません、どんどん使って戴きたい』との答で、この発言だけでも、彼らは『何も判っていない』なと感じた次第です。

地元行政に丸投げ？された『原発災害避難計画』は、我が藤枝市でもまだ市民に提示されていませんが、

災害発生時は、素人の我々から見ても判ることですが、道路が全く予測のつかない事態に陥いる事、そして何より災害派遣の

為の人員、器材、物流で、各道路が『災害緊急路』になるのは確実で、藤枝市を含め、UPZ圏に住む96万人が東日本大震災の

例から、国の発表を全く信じず『一刻も早く遠くに逃げる事で大混乱に陥るのは必至』です。

県からは、原発に近い地域から段階的に避難指示を出す様な事が聞こえて来ますが、上はこう『マニュアル』的な事が言えるものだなと感心してしまうほどです。

東日本大震災は、もう我々国民にもわかってしまった、終わりの全く見えない原発災害やそして津波被害を含め、明らかに人災によると思われる

被害の拡大が、『今の様な日本にしてしまった』のではと思っています。

我々国民は、日々身の回りのくらしに追われ、あの太平洋戦争で数多くの前途有望な若者が未来の日本を想い、散って行った事実がある事を過去のものとして

風化させようとしていますが、

今の我々大人世代が、未来を担う子供たちが幸せに生きて行ける為に、何を残して上げられるか、その『最後とチャンス』だと思えてなりません。

これからの函館市の動きは、全国民が見守っているはず（賛成も反対）ですが、巨大権力に『理性』で立ち向かう人々がまだまだ見えると言う事を知り、

安心しています。

最後に、遡る事1997年、現神戸大学の石橋克彦氏が論文で発表した、『原発震災』で、大地震発生時における浜岡原発の数々の危険性を指摘し、

それが当時の静岡県議会でも大きく取り上げられ、県から国へその照会が行われた経緯があり、当時の静岡県原子力アドバイサー各氏に

見解聴衆を行なった様ですが、そのお一人『斑目春樹』さんと言う方が、『全電源喪失に陥った場合、原発はどうなるのか』との石橋氏の質問に、

斑目氏は『原発は2重3重の安全対策が施されている。安全かつ問題なく停止できるように設計されている』と答えられ、いくつかの質問の最後に

、『石橋氏は東海地震には著名な方のようだが、原子力学会、特に原子力工学の分野では聞いた事が無い人である』と結んでいます。

僕は原発問題には全くの素人なのでよく分かりませんが、こういう発言が偉い人から出ていた様では『日本の未来は無いな』と改めて感じた次第です。

4月4日43
静岡県
藤枝市

６４歳男性



電子メールによるメッセージ（原発訴訟関係）

その時、この偉い学者が持ちえた権限？を武器に、全国の電力会社に原発事故発生時の対応を再度見直すよう問題提起をしその方向性を

指し示す事が出来たとしたら、この方はもしかして『原発災害を未然に防いだ偉大な足跡を残した科学者』として歴史に刻まれたはずです。　

ともかく危機感に対し『想像力に乏しい』人たちが世の中多すぎます。

市長様のご決断と、その迅速な動き、賛同し、見習う方々が全国で沢山出てくるはずと信じています。

市長様始め、職員の方々、くれぐれもお体大切になさってください。

函館は、大分前に通過しただけで行った事はありませんが、こうした『動き』を知ると、是非訪ねたくなる街と感じました。

ニュースで見て、大間原発の建設凍結提訴のことを知りました。

とても前向きな提訴、応援しています。

大変なこともあると思いますが、頑張ってください。

声をあげていくことの勇気と行動に、とても元気をもらいました。

署名などがあれば参加します。

不幸の種がすこしでも少ない未来に向けて。

応援しています。

 はじめまして。　

　地裁での提起応援しています。

　事件番号　事件名　当事者　地裁の部と係　担当裁判官　担当裁判所書記官　原告訴訟代理人　等公表出来る範囲でご教示頂ければ幸いです。

　自宅のパソコンのアドレスも付けていますので、可能であれば、訴状・書証等添付して返信頂ければ大変有り難いです。

　個人的な希望ですが、期日は水曜日の午後に入れて頂けると傍聴がし易いです。

　遠方からいらっしゃる事を考慮しますと午後の期日は普通に認められます。

　また、弁論準備手続きも公開の法廷で行う事を希望します。

　追って資料を送信させて頂きますが、添付ファイルの容量はどれ位でしょうか。

大間原発建設は絶対反対です！

わずか23kmしか離れていない、影響は甚大です

一個人ですが函館市を応援します

市長はほとんどの市民は原発に抵抗感を持っていると述べているが、このような問題は反対派の叫びばかりが鳴り響き、

そちらの問い合わせ集計なんて全然あてになりません。

マスメディアか調査会社による公正な検討をしてからあのような発言をするべきだ。

一介の市長が国策に対して異を唱えるとは図々しいにも程がありますね。

私は、一日も早い原発運転開始を祈願します！

東京都女
性

4月4日44

匿名4月4日47

東京都武
蔵野市男

性
4月4日45

北斗市
男性

4月4日46



電子メールによるメッセージ（原発訴訟関係）

大間原発の建設凍結のための提訴を決断されたことに敬意を表し、これを支持します。 

私は東京都民ですが全く他人事とは思っていません。

応援しています。がんばってください。

今度の提訴に心からの感謝とエールを捧げます。北海道民として誇りに思います。

件名の言葉は、私が購入している反骨の元外交官天木直人氏の今日配信されたメルマガの表題です。私の拙い言葉に代えて、

その一部を転載します。有料メルマガの為全文は掲載できませんが・・・。

＜きのう４月３日、自民、公明両党は経産官僚主導でつくられた「エネルギー基本計画」をあっさり了承した。これは、福島原発事故の教訓を忘れ、

　原発政策をそのまま維持すると、国民に宣言するようなものだ。脱原発の声はもはや完全に抑え込まれ、そんな安倍首相

　の暴走をこの国の政治は止められない。そんな絶望的な原発の濁流の中で、この函館市長の行動はまれに見る快挙だ。そして

　、私が最も感銘を受けたのは、提訴に踏み切った理由を語った函館市長の次の言葉だ。

　すなわち、いくら危険を訴えても聞いてもらえなかった。

　いくら情報提供を求めても何も知らされなかった。

　危険だけ押し付けられて発言権のない理不尽さの前に、街や市民を守るやむを得ない提訴だと函館市長は語った。

　この言葉に反論できる者がいるだろうか。反原発の国民は函館市長の下に結集すべきだ。原発

　に苦しむ地方自治体の首長は後に続くべきだ・・・・＞

以上が、その概要です。

どうぞ世界の市民のために、日本国民のために・・・中央に殆んどの人と資源を奪われてしまった

北海道民のために正々堂々と権力に立ちも向かってください。最後に残されたたった一つの北海道

の大地が原発事故で汚染されてしまえば何も残るものは無いのです。

この度は、大間原発建設凍結訴訟を起していただき、誠にありがとうございます。

地方自治体による初めての訴訟と聞き、その勇気に敬意を表します。

福島原発での事故を経た今、すべての原発は凍結されるべきです。

工藤市長と函館市を心より応援し、陰ながらお力添えしたいと思います。

ともに頑張りましょう！

4月4日48
東京都練
馬区５７歳

男性

北海道苫
前町男性

4月4日49

北海道在
住男性

4月4日50



電子メールによるメッセージ（原発訴訟関係）

大間原発の件、賛同致します。

　原発は、何か起きた場合の農業や漁業についてとても不安だし心配です。　

　稼働するに当たり、泊原発についてもですが

何か出来ないか。。。と考えては、おりますが何をしたらよいかもわからず日々を過ごしています。

　ただ、ニュースで市長が訴訟を起こし今後も反対していくという姿を見て　応援の声を伝えたくてご連絡致しました。

　今後、ＨＰでも何でもどのように原発反対の声を上げていけばいいのか教えて頂ければ賛同していきたいと思っています。

　そういう国民も、多いかと思います。

今後とも、頑張って負けないで下さい！！！！

安全な原発は原理的に作れません。

使用済み核燃料は処理できません。

自然現象は判らないことだらけです。

活断層は見つからないことがあるし、活断層以外でも地震は起きます。

原発は不安定で、何時止まるか解らないし、一旦止まったら何時再開できるか解りません。

経費をまともに計算すれば高価です。

函館市を応援するにはどうすればよいでしょうか？

大間原発の件、

遠く東京から心から応援しています。

市民は、望んでいない。

市民の付託を受けた市長が、費用をかけて重要事項を市民の意見も聞かずに暴走している。

まず、市民の意見を聞いてから行動しなさい。

公約にもなかったでしょう。

市長個人の金で行動しても、市職員を巻き込んでいる限り、市民の賛同を得てから行動すべきである。

市民の賛同無に、市の予算をを使ってはないと思うけど、間違っても、市民の意見を無視した行動はしない事。

4月4日51
北海道在
住30代主

婦

4月4日52 男性

東京都大
田区女性

4月4日53

4月4日54 匿名



電子メールによるメッセージ（原発訴訟関係）

大間原発の建設凍結のため、提訴していただき、ありがとうございます。

愛知県に住んでいまして大間原発建設予定地からは遠いのですが、

原発の問題には大いに関心を持っております。

日本中どこで原発事故が起こっても、もう1回原発事故が起こったら

日本は立ち直るのが非常に難しいと思います。

福島の収束がまだできていない状況で、新規建設は考えられません。

政治家として、原子力ムラと立ち向かうのは大変なこと拝察します。

工藤市長の勇気に感動しております。

この動きが他の自治体にも広がっていってくれることを祈ります。

2011年の福島第一発電所の事故以来、私たちは原発の設備と行政に深く失望し、

もはや原子力はエネルギー源としての資格がないと判断しております。

そして、以来日本は原発のエネルギーなくしてここまでやって来ました。

実質的にリスクの大きすぎる原発を使用する根拠もありません。

さらに当時の菅直人首相は脱原発宣言をしたにもかかわらず、

野田政権依頼まるで事故は「気のせいだ」とも言わんばかりの行政のありように、

この国の行政にはもはや正義は存在しないのかと、深い失望の中にありました。

しかし、今回の函館市の行政の皆様の行動のニュースを聞き、大変救われた思いです。

誰も必要としていない、大きなリスク抱え、莫大な税金を使い込む大間原発に私たちも猛反対です。

どうぞ、最後まで反対を貫いて、存在意義のない大間原発を止めてください。

私たちも東京から大間原発建設は違法であると、訴えつづけます。

市民の安全、北海道の自然を守ってください。

東電や政府の事故の対応を3年間ニュースなどで見ていますが、

納得できるものではありません。

大間が建設され動き出せばそれから40年もの間危険と隣り合わせに生きなければならないのです。その間に事故が起こらないとは

言えないのですから…。　　　　　　

市、市長のスタンスを支持します。

遠い函館市の動きに感激しました

黙っている事は認めることになってしまう   将来を担う子供や孫に負担と危険を残してはいけないと思います

応援します

4月4日
愛知県女

性55

4月4日56
東京都足
立区男性

4月4日57 女性

女性4月4日58



電子メールによるメッセージ（原発訴訟関係）

前略、大間原発提訴の大英断に敬意を表します。

　自治体が原発の建設差し止めの裁判を起こしたのは全国で初めてとのこと。原発事故により受ける被害が計り知れないものになることは

福島原発の事故で明らかです。国を訴えることには並々ならぬ勇気と決断が必要であったと思います。

　市民の安全を守るべき立場にある市長としての決断に裁判所がどのような判断を下すのかはわかりませんが、私も含め多くの国民はきっと

　市長の立場に理解を示し賛同していると思います。

今後もご活躍を期待しています。

今回の大間原発建設凍結の訴訟について、

私は函館とは何の関係もありませんが、函館市を支持します。

現政権のあまりにも国民を無視した原発推進に憤りを感じていますが、

与党内の脱原発を唱える議員や民主党をはじめとする脱原発を公約としている野党も頼りになりません。

沖縄の嘉手納基地の辺野古移転も同じです。これからこの国を変えていくのは地方です。

そういう意味でも、函館市の今回の訴訟は意義があると思います。

市長様・函館市民の皆様、頑張ってください。

このたびの函館市の提訴を心から応援いたします。

私たち全交は大飯・高浜・伊方原発３０キロ圏内の自治体に要請行動を行っております。

各自治体で共通していることは、原発再稼働でもしなにかあっても、避難計画は机上の空論だと自覚されていることです。そして原発さえなければと、

日々大丈夫かと心配しながら生活をされているという現実。

しかし、国まかせでお願いしている自治体が結構多く、はっきりとした反対の、しかも函館市の ような裁判にまでもちこめるところが、すばらしいと思います。

私たちもがんばります。

原発と人間は共存できません。

応援します。

函館の決断、国の「金」に対する圧力があるかもしれません。

応援する人は全国にいるでしょう

専用受付メールなど応援者の紹介ツイなど積極的に発信を。

市長の「冤罪」に注意。

63 4月4日  函館市の大間原発建設差し止め訴訟を支援します！がんばってください。 滋賀県男性

大阪府女性4月4日61

59 4月4日
大阪府大阪

市男性

60 4月4日 徳島県男性

男性4月4日62



電子メールによるメッセージ（原発訴訟関係）

大間原発訴訟を起こされた事、心より感謝、応援申し上げます。

私は大分在住ですが、市長の責任感、心意気に大変感銘を受けました。

圧力も多いかと思いますが、どうぞお体気をつけてください。

工藤様のような市長さんがいらして、ほんとうにうれしいです。ありがとうございます。

 （ちなみに母が函館出身で、私は根室生まれです。）

この度の市長の提訴に心から拍手を送りたいと思います。被害を受けるであろう

多くの住民に代わって厳しいであろう提訴に踏み切られたその勇気と決断に

微力ながら応援をさせていただきたいと思います。

できましたら関係資料のご送付をいただければ幸いに存じます。あるいはHPに

今後掲載されることと思いますので、閲覧をして周りにも広めてまいりたいと

思いますので、どうぞよろしくお願い致します。

大分県女性4月4日64

男性4月4日65



電子メールによるメッセージ（原発訴訟関係）

以下は友人がweb上に書いた日記です。

末尾に私の感想を付記させていただきました。

是非、ご高覧、ご参考にしていただけましたら幸いです。

.。。。。。。。。 。。。。。。 。。。。。。。。 。。。。。。

これは今から４０年前、新潟のとある小さな町で本当に起こった驚くべき話である

１９６９年春、過疎化が進む平和な巻町に事件が起きた。

出稼ぎと行商で細々と食いつないできた町の地価がなぜか、突然値上がりし始めたのだ

どこかの企業がディズニーランドのような巨大なレジャーランドを建設するらしいとの噂が広まった。

ところが、まもなく住民たちは奈落の底におとしいれられる。

なんと、東北電力が原子力発電所を建設するというのだ。

新潟日報の大スクープだった。

そこから、この町の住民は血で血を洗う壮絶な闘いに突入していくこととなる。

平和でのどかだった町は地獄絵と化していったーーー

巻町の住民はこんなバラ色の話を聞かされる

貧しい町に莫大な補助金が出て、さびれた町が活性化されて息を吹き返すのだと。

だが、一方で原子力発電というものは、ことがあれば、

人体に有害な放射性物質を大量にまきちらし、一歩間違えば、広島長崎の原爆の何百倍もの放射能が人の命を奪ってしまう。。。

そんな声もあがった。

そして、それは少しずつ住民の心深くにしみこんでいきーーーー

東北電力がまずやったこと、

それは、６０億もの協力金と補償金を巻町にばらまくというもの。

アフリカの大草原で空腹を癒すために、倒れた小動物に群がる動物のように、

しかしながら、そこはかとない恐怖を感知して、わずかな人たちが原発反対の声をあげ始めた。

だが、巻町町議会は、

動員して『原発建設同意』 を議決する。

原発反対派は住民の半数近くに達していたにもかかわらず。。。

彼ら反対派はすぐに動く『住民投票を実行する会』 を立ち上げて、

ついに自主管理の住民投票を実施。

投票率４５、４％ 原発反対９８５４票 　　　　　　　　　原発賛成４７

ここから、自分たちの運命は自分たちで作るという日本史上類をみない奇蹟が起こっていくのだ。

この投票結果に基づいて、原発反対派はごまかしの形で作られた 『臨時町議会』を流会に追いこんで

町有地の東北電力への売却を阻止する。



電子メールによるメッセージ（原発訴訟関係）

解散となった町議会選挙で、反対派議員が１２人当選　　　　　　　議会の過半数を占めた。

さらに、「どんなことをしてでも原発を作ってやる！」 と息巻いている町長は、

１万２３１人という圧倒的多数の力に屈し辞職に追いこまれる。

新町長のもと、町議会は日本初の原発住民投票を実施した。

投票率８８、３％ 原発反対１２４７８票（６１、２２％）　　　　原発賛成 ７９０９票（３８、７８％）

日本国憲法第１条で高らかに歌われている

『国民主権』 というものが、白日のもとにさらされた瞬間だった。

原発反対の人たちは抱き合って喜びを爆発させた

そこで流し合った涙は、何よりも自分たちの生きる運命は自分たちで切り開くことができるのだ

ということを証明する証であったろう。

ところが、喜びもつかの間　　信じられない展開が待ちうけていた。

なんと原発推進派は、「原発予定地の町有地一部を原発反対派の住民２３名に売却した町長の行為」

は無効との訴えを新潟地裁に提訴したのだ

裁判は長引き、一審、二審と進み　　　とうとう４年後、２００３年、最高裁は彼らの訴えを棄却した。

これを受けて、東北電力は原発計画断念の声明を出したのであった。　　　　　　計画発表から３２年の歳月が流れていた。

それからわずか８年後、東京電力福島原発で人類を恐怖のどん底におとしいれる　　メルトダウン（レベル７ーー最高度）が発生してした。

巻町の教訓が生かされていれば、日本中どんな場所にも原発などという犯罪は起こらないはずだ。

今こそ、私たちは巻町の教訓をつぶさに学び　　　　日本中から原発を廃絶していかなければいけない 。

西園寺由紀子 

上記の友人が書いた日記にある新潟の町民は賢明というだけでなく矜持をもっていますね。

現知事、泉田氏の姿勢に通じたものを感じます。

原発銀座・福井県などは如何でしょう？

ご存じのように、原発建設は過疎地、意識、,民度の低い地域に白羽の矢が向けられます。

福井の知事や敦賀市長などは、早く再稼働してくれなどと国に要望したりの姿勢をみせます。

福島事故後にですよ・・・

はあっ？ 「まったく情けない！！」 と思うのは私だけでしょうか？

フランスのＦＲ３放送で大変な話題になり、国外にも波及したビデオが、やっと手に入りました。 

国際社会からの日本政府への告発です。

彼等曰く  　　　　　「日本人の国民全員が観る責任があると思います。なぜならば選挙権を持っているのですから」

フランスをして、　　　　　　『恐ろしく感じたのは、放射能漏れ事故そのものではなく、

日本政府の無責任極まる事故処理の対応の仕方だ』と言わしめました。

66 4月4日 女性



電子メールによるメッセージ（原発訴訟関係）

フランスＦＲ３放送「フクシマ・地球規模の汚染へ」（54分） 

★http://www.youtube.com/watch?v=ZNYvKm04fXg

『チェルノブイリから800キロ離れたウイーンで、5年経ち、子供病棟のベットが足りなくなるほどの白血病患者が増加していった。

その恐ろしさを知っているからこそ、欧州は福島原発事故に大きく反応した。

日本は安全宣言をした。

何人死んでも情報を発信するつもりはない』

＜画面右横に、ドイツZDF 公共放送局「フクシマの嘘 其の弐」 も新しく UPされました。共にご覧下さい＞

福島市は福島原子力発電所から５０キロ以上離れていましたが、放射能汚染が

今でも続いております。原発事故が起きたすぐには脱原発の声が聞かれたのですが、

最近はテレビのニュースなどでもあまり聞かれなくなり、むしろ再稼動容認の空気が感じられます。

そんな空気をあきらめの気持ちで感じていたのですが、今日の新聞を読み、始めてメールを送らせて

いただいています。

もし事故が起きたら住むところがなくなります。

木々や海、山、川すべての自然が汚染されます。

事故が起きなくても、核のごみは増える一方です。

日本人の知恵を集めたらすばらしい自然エネルギーを作れるのではないでしょうか。

本気になってエネルギーの転換を考えれば・・・

函館市長様、今回の決断をとても勇気ある決断だと福島から拍手を送らせていただきます。

大間原発建設停止の訴訟を行う函館市長の英断を強く指示します。

市民の命と財産を守る責務を全うしようとするその姿勢は全国の首長の模範たるもの。

　関電の原発尾を抱える関西の自治体も見習うべき。

　原発より80キロ県内の大阪府高槻市より

今日NCVのニュースで記者会見を見ました。ローカル放送だけあって、全国ネットとは違い工藤市長の説明がリアルでした。

当然ですが原発事故が起きた時の避難のシュミレーションもしてたんですね。。。正直驚愕です。卒業したら函館を離れる予定ですが、

いつか戻るかも知れない、故郷が無くなるかもしれないと思うと大間原発の稼働は許せません！大間の電力を使い

東京で暮らすとしたら悲しいです。

匿名4月5日69

4月4日67 福島県福島
市６２歳主婦

4月4日68 大阪府高槻
市女性
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このたびの、「大間原発の建設凍結のための提訴について」の

函館市としての行動を支持するとともに、歓迎致します。

大間のほか、建設が計画・準備されている原発へも、波及していくことを願っています。

これからの、原子力利用についての判断は、無事故を前提とすることなく、

重大事故が発生した場合のリスク要因を含めてのアセスメントでなければならないと考えます。

工藤函館市長さんが、原発事故のリスクから住民の生命・安全や地元の経済を守るために、函館市から30キロ圏内に建設中の

大間原発の建設無期限凍結を求めて工事差し止めの提訴をされたことは、ニュースでも取り上げられてご存知のことと思います。

事故があったら直接被害を被る函館や周辺自治体の市民でなくても、日本国民として、活断層の存在が指摘され、

外国船が行き来する公海として領海域も狭い津軽海峡に面して、またマグロや昆布で知られる海産物豊かな海に突き出して、

プルトニウムを消費するための原発を建設する暴挙は、是非とも止めてほしいと思っています。函館市長の勇気ある決断に、

尊敬と支持を表明します。

多くの人々が、函館市長と市民を支持して、行動に表してくださるよう、願ってやみません。訴訟費用の寄付も受け付けています。

ぜひ、ホームページで大間原発の問題性と函館市の考えをご確認のうえ、メールなどで応援してください。

facebookのタイムラインで知りました。

朝日新聞デジタルの記事です。

http://www.asahi.com/articles/ASG4341HTG43UTIL021.html

アップ後、立て続けに「応援したい」「何をすれば？」

との意見があり、先ず応援メールで市長と市に、今回の決断を支持する一国民の意志をお伝えできればと思いました。

是非函館市のこの動きを、広く国民で共有出来ればいいなと思い、事情が許しましたら、Facebookページをお作りになって、発信して頂ければとも思います。

函館市が大間原発建設反対へ意思表示に踏み切ったことを大変心強く思い、

その行動に賛同いたします。

他の勇気ある人々同様、これからたくさんの圧力にさらされると思いますが、

市民の一人として応援したいと思います。

寄付金額はいくらでもよろしいのでしょうか？

本当に、待ってましたと言う感じです。

誰か我慢をしないで声をあげて！と思っていました。

是非是非頑張って下さい。最高裁まで行って下さい。

私は山形の貧乏人ですので、少ししか協力できないと思いますが、気持は数億円です。

4月5日70
高知県男

性

山形県女
性

4月5日74

4月5日71
スウェーデ
ン在住日本

人女性

4月5日72
三重県

５２歳男性

東京都女
性

4月5日73
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今現在もしも大間原発で事故が起こった場合函館市域に危険が及ぶということで、大間原発差し止めの訴訟をされていますが、

大間町としては大間原発が稼働することによる税収で大間町の財政が支えられているという面があります。

しかし函館市域に危険が及ぶということで大間原発差し止めを行うということは

「事故が起こった際函館市域に危険が及ぶから大間原発を取りやめろ！大間町の新たな税収・雇用は無くなるがそんなのどうでもいい！！」

という主張になります。

函館市の大間町に対する友情はどこにいっちゃったのでしょうか？

あるいは大間原発差し止めにより大間町が無くなる税収を函館市がカバーでもされるのでしょうか？

男性4月5日75
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標記の件に関する観光、商業という観点からの私見です。

なお、最初に申し上げますが、地方公共団体でも裁判を受ける権利があることは理解しております。

標記の提訴を御庁はされました。

私は、いわゆる東日本大震災によろ福島第一原発の事故に起因する、放射能に関する死傷者は未だ０名であるとともに、

未成年者の奇形、死産、ガン患者が特筆すべき増加はない、という定量的データを認知しています。

即ち、東日本大震災以前の安全基準でも、我が国は世界的に極めて厳しい基準を定めており、

事故後３年を経てもそれをクリアしている、即ち、日本における原子力発電は安全である、と考えております。

そのような中で、御庁が提訴した意義が私には全く理解できません。

即ち、科学的根拠があっての提訴とは思えず、

大変申し訳ございませんが、単なる感情論での提訴なのかと考えます。

私は函館を含む北海道が好きで、

１９９６年以来、毎年一回は北海道を訪れ、函館にも何回も行っています。

妻と湯の川温泉の旅館や函館駅前のホテルに数回泊ったことがありますし、

直近では昨年１０月に函館国際ホテルに宿泊しました。

しかし、上記のような科学的根拠に基づかない感情論による訴訟を御庁がする、となると、

「市」が原告で提訴している以上、

函館市民の総意で提訴、即ち、函館市民全員が感情論に依拠するものであり、

合理的な法律関係を締結できる相手方ではないと考えざるをえません。

そうなると、観光客としては安心して函館市を訪れることはできないので、

今後は函館を訪れないようにします。

また、今まで通信販売で函館の酒屋から１ヶ月に一回程度ビールを購入していましたが、

それを買わないようにします。

再掲ですが、裁判を受ける権利は地方公共団体にもあると考えますので、

提訴自体を批判するものではありませんが、

このような意見もあるということをご認識頂ければ幸いです。

4月5日76
東京都渋
谷区男性
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以前函館に住んでいたことがある盛岡市民です。

大間原発建設中止提訴の事、とても素晴らしいことだと思いニュースを拝見しました。

原発で何かあれば、もう人は住むことが出来なくなってしまいます。

函館は大好きな町でした。

きれいな海と山、そしてきれいな夜景。

美味しい海の幸山の幸に囲まれそして大好きな仲間に囲まれ、私は幸せでした。

こんな市長さんのいる町なら、また住みたいと思いました。

今後も吉報をお待ちしております。

原発建設差し止め請求に賛成です。

応援しています。

大間原発凍結訴訟勝利のために頑張ってください。

　この問題を広く全国に知らせるために、視聴者が多いＹｏｕＴｕｂｅ「函館観光案内イカール星人襲来中」の

最後にでも「大間原発凍結訴訟寄付」のお願いを入れてはどうか？

　また、函館市役所で使用する封筒などにも印刷して、多くの人に継続的に知らせることが大切と思います。

函館市男
性

4月6日79

奈良県奈
良市男性

4月5日78

4月5日77
岩手県盛
岡市女性



電子メールによるメッセージ（原発訴訟関係）

 このたび、様々な厳しく難しい状況がある中で、標記訴訟を提起されたことについて、工藤市長さん、

市議会、市民の皆様に心から敬意を表します。

 実は、学校時代から行政法を学び役所勤務時代も法的な仕事に携わってきた私にとって、周辺に重大な危害を

及ぼす恐れのある施設を県境に設置する際の関係住民・自治体（の首長）等からの意見聴取等の対象範囲について、

都道府県が異なるという理由で他府県の住民等を聴取対象等から除外することについては著しく合理性、妥当性、

公平性等を欠くのではないかと強く感じてきました。

　原発建設の際の手続きについても、地元住民からの意見聴取や地権者、漁業関係者、立地市町村、都道府県知事の

同意等が不可欠とされる中で、県境に建設され他の都道府県の隣接の住民等に大きな影響を及ぼす恐れがある場合ても、

当該他府県の隣接の住民・自治体については意見聴取・同意を求める対象から除外されてきました。

　しかしながら、今、先の福島第一原発事故により深刻な被害が３０キロメートル圏に及ぶという原発の危険性を

目の当たりにし、原発事故による大きな放射能もれは起こらないだろうということが一般的に言われてきた状況から一変し、

既存の原発の再稼動についても原発規制法制等の再検討が進められている状況にあります。

　このような中で、大間原発から３０キロメートル圏にあり、立地自治体よりも多数の住民が生活している函館市、

北海道について立地の都道府県に属しないという理由で意見聴取等の対象外とし続けることは法的に大きな問題があり、

住民感情からいっても到底甘受できるものではないと思います。

（私は、今回のケースのような場合、日本国憲法第１３条、第３１条（適正手続き）の趣旨等からいって、

原発建設手続きの上で函館市（市民）、北海道を意見聴取・同意の対象外とする（カヤの外に置く）ことは許されない、

極めて問題があると思います。）

　一般的な原発の建設・推進の是非については、原発の安全性ばかりではなく、放射性廃棄物処理の問題（安全性・処理コスト

の問題）やエネルギー政策など様々な点を考慮しながら、国民全体で（訴訟ではなく）政治の場で議論していくことが

重要ですが、個別の原発建設の問題、特に事故の際甚大な被害を被る恐れがある関係住民・自治体からの意見聴取・

同意の問題については、行政適正手続きの保障や国民の安全に生活する具体的権利と密着することから、関係行政庁の

理解が得られなければ、やむを得ず権利の行使として訴訟に持ち込むことも必要であると思います。

　本件訴訟については、原告適格等の法的問題や政治的に難しい点等もあろうかと存じますが、函館市民（道民）の適切な権利行使で

あることは十分理解できることでありますし、それだけではなく、この訴訟を通じて原発建設関連手続きがより適切なものとなり、

地域・国全体のよりよい発展につながるものであることを期待・確信しております。

　関係の皆様には大変ご苦労をされていることと存じます。改めて、一道民・日本国民として、皆様に

心から敬意を表し感謝を申し上げます。

4月6日80
札幌市６８

歳男性



電子メールによるメッセージ（原発訴訟関係）

中日新聞、4月4日付1面で「大間原発 函館市が提訴」という記事を見、早速貴市ウェブサイトを拝見ました。

大間原発の建設凍結のための提訴について

http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014031000166/

を読み、市民の安全と財産を守る立場として当然の、また責任ある御対応と感心いたしました。

名古屋市は静岡県高浜原発、福井県大飯原発などから100数十km離れていますが、福島第一原発からの放射性物質が東京まで

影響を与えていたことを考えると他所ごとではなありません。名古屋市も貴市に倣って、市民の立場に立った適切な対応を行うのが

当たり前ではないかと思いました。30km圏内であれば明らかな影響を受け得る位置であり、貴市の思いはごく自然な要求だと思います。

国と国策企業とを相手取る訴訟は大変なことだと思いますが、市民目線で考えれば理はどちらにあるかは明らかだと思います。

「基本的人権の尊重」という日本国憲法の大原則に当てはめれば、曲げようのない答えが得られるのではないでしょうか。

市民のために働く市役所の姿勢に感服しいたします。頑張ってください。

4月6日81
愛知県名
古屋市男

性



電子メールによるメッセージ（原発訴訟関係）

私は上関町原発建設でもめている山口県の生まれです。

もっとも、正直、上関原発が祝島の住民による反対運動で、止まっていることを、福島の事故が起こるまで知りませんでした。

なぜなら、「原発ができる、素晴らしい」、という大宣伝を見たところまでしか山口には住んでいなかったので、

その後どうなったか考えたこともなかったのです。

高校卒業後、ずっと山口県を離れ、東京で生活し、その後アメリカに移住しました。

馬鹿な話ですが、もう建設されたと思っていました。

山口の実家には度々帰っていましたけど、山口県の中でさえ、反対運動のニュースなど、全く流されることはなかったのです。

でも、福島の事故で初めて上関原発の現状を知りました。

福島の事故後、情報を日本の外から得られるため、偽りのない、原発の情報、福島の現状、

賛否両方の情報を得ることが出来ます。

何を、どう考えても、今の日本の状況では、原発が安全とはいえません。

実際に日本では報道されていないと思いますが、多数のアメリカの原発は古くなり、其の多くが安全面で問題が生じ、

住民の反対により、廃炉に向かっています。原発の建設会社で

ある日本の企業が、安全チェックでいい加減なことをしたと、訴えられてもいます。

それが現実です。

建設される、自治体にはお金が入ります。でも、被害は其の周辺地域に及びます。

残念ながら、安倍さんの地元であり、保守一辺倒の山口県では、函館市のように勇気を持って

反対を唱える事ができる自治体は有りません。

どうぞ、絶対に建設が凍結されるまでがんばってください。

一度だけですが函館に旅行したことが有ります。

本当に懐かしくなるような、素晴らしい町でした。

たとえ住民が全員避難できたとしても、その後、観光、何よりも、素晴らしい海の資源が台無しになります。

福島を見ても分かるように、復旧予算のほとんどが全く関係ないことを使われ、

国は被害者には何もしてくれません。

まさにこれは、原発が建設される、一地区の問題では有りません。

どうぞ、素晴らしい北海道が台無しになる前に、止めて下さい。

応援しています。

82 4月6日 男性



電子メールによるメッセージ（原発訴訟関係）

先日、ＴＶニュースにて、大間原発に対し、工事指し止め提訴されたことを知りました。

あの福島での被害を経験したにもかかわらず、大間の原発工事をしようとしている

政府に対し憤りを感じています。

市長様の勇気ある行動に対し、感銘を受けました。遠い群馬に住んでいる

何の力もない一個人ですが、応援しておりますので、頑張ってください。

最後に市長様が健康に過ごされますように祈っております。

貴市のホームページに掲載している「大間原発の建設凍結のための提訴について」を拝見して、私の考えと基本的に

合致しているため、貴市の提訴を全面的に支持することをお知らせしたく、初めてのメールを差し上げたものです。

私は電気工学を専攻する研究者ですが、初期のころから、原子力発電には疑問を持っておりました。周りの意見を聞いても、

高度成長を達成するために、やむを得ずに、一時しのぎとして導入したとの見解しかありません。

最近の福島原発の事故により、改めて、原子力発電が、結果的に人類滅亡をもたらすことが明確になりました。

特に貴市の存在状態では、福島事故と同等の事故においてすら、もっとひどい被害が生じることは確実です。

貴市の提訴は、住民の生活を確保するために、やむにやまれずに行われたことと推測しております。

貴市の御決断を支持し、今後、出来るだけの支援を申添えます。

このたびの大間原発の建設凍結のための提訴について、ニュースで知ることとなり、自治体がこのような決議を採択

されて行動に出られたことを大変うれしく感じています。

貴自治体の行動が他の多くの自治体にも励みになると信じています。

様々な困難があろうかと思いますが、どうか初志貫徹で頑張って

下さい。遠く神奈川県より応援しております。

函館市として、訴訟を起こすのは間違っている。

市民に確認も取らずに、重要事項を市でかってに発表して、行動するのは、間違っている。

一部の賛成意見だけで、あたかも、市民全体の意見のようにすり替えるのは、まちがっているし、このために、市のホームページや職員を使うのは、違反である。

やりたいなら、市民全体の意見を確認（選挙とか市民投票）してから実行してください。

今の状態では、市長個人で行動することしかできないですよ。

市長のパフォーマンスとしか思えません。

東京都練
馬区男性

4月7日84

4月6日83 女性

神奈川県
逗子市男

性
4月7日85

匿名4月7日86



電子メールによるメッセージ（原発訴訟関係）

このたびの大間原発建設に対する提訴に対し、もろ手を挙げて賛成いたしますとともに、

大変ありがたく感じております。

しかも全会一致、すばらしいです。

函館は大好きな街です。

その街が放射能で汚染され、避難を余儀なくされるなんて、想像するだけでもつらく、決して許せません。

ことに大間は、世界に二つとない特殊な原発なのですから。

市の当たり前の、しかし勇気の要る行動に触発され、全国の他の自治体が後に続くことを心より期待しつつ。

震災後の福島原発のメルトダウンの恐怖は今も忘れられません。

農家ですので、放射能で汚染されたら、もう　田んぼで稲を栽培することはできません。

秋田県に原発はありませんが、もし、青森県の原発に事故がおきれば、と考えると不安で仕方ありません。

これ以上の原発はいらないし、今ある原発もすぐに廃炉にして解体していただきたいと強く思います。

　裁判にまで訴えていただきまして、本当にありがとうございます。

何かできることがありましたら、お知らせください。

　よくやってくれました！勇気ある行動を支持します。このまま、なし崩し的に原発を動かすことを認めないと

国民の多くは思っているのに、国民の声を無視し、あらゆることで、暴走している

今の内閣は危なくてなんとかしなければと思います。こうなったら、裁判に訴えるしかないと思いますが、

三権分立は名ばかりの今の日本では、勇気を持って正しい判断を下す裁判官がどれだけいるのか心許ないのですが情けないです。

だからといって何もしないのは、ますます世の中を悪くしていきますからね。困難な道だと思いますが

どうぞ体にお気を付けて頑張って下さい。

大分県女
性

4月7日87

4月7日88
秋田県５８

歳女性

4月7日89
東京都杉
並区在住



電子メールによるメッセージ（原発訴訟関係）

国を相手に大間原発建設差止め訴訟に踏み切った工藤市長に敬意を表します。

経産省、電力会社をはじめとする原子力ムラや自民党政権から強力な抵抗がある事は想定されますが応援している国民も

多数存在することを忘れないでください。

市長がおっしゃっているように福島第一原発事故で多くの人が故郷を追われました。また原発問題は終結どころか汚染水漏れなどさらに

問題が拡大しています。私も福島第一原発事故が発生するまでは福島県や新潟県などの原発で発電、

送電された電気を何の疑問も持たずに消費していました。

もし仮に原子力ムラや安倍首相が言うように原発が安全なものであるならば東京永田町、霞が関に建設すれば良いのです。

地震が多く四方を海に囲まれている日本で原発は非常に危険です。さらに原発テロのリスクも想定されアメリカの同時多発テロのように

航空機などで狙われたら国土と多くの人命を失う大惨事になります。福島第一原発事故が起こったいまこそ原発を捨て再生可能エネルギーや

ハイドロメタンを燃料にした発電にシフトするべきです。再生可能エネルギーへのシフトは現実的ではないという意見がありますが

レコードからＣＤ、ＤＶＤの移行に4年、固定電話から携帯電話の普及に３年などイノベーションがあれば技術大国の日本で原発以外の

発電（特に再生可能エネルギー）へのシフト（原子力ムラの抵抗さえなければ）５年もあれば十分可能です。さらに再生可能エネルギーの開発で

雇用を生み、技術を輸出することで国益にもなります。将来の日本のためにも１日もはやく原発を廃止し再生可能エネルギーにシフトすることを

強く希望します。　　乱文にて失礼いたします。

このたびの函館市の勇気ある行動に賛同します。

阿部首相が福島第１原発を“ＵＮＤＥＲ　ＣＯＮＴＲＯＬ”と豪語しましたが、全く管理などできておりません。

世界に向けて本当にみっともなく、恥ずかしい限りです。

毎日のように地震がどこかで起きているこの国において原発がそもそも無理なのは誰しもわかっているはずです。

世界唯一の被爆国が愚かにも再び放射能に苦しみ、そのうえ原発の増設などもってのほかですし、国を挙げて輸出するなどとんでもないことです。

このたび函館市が投げた波紋が是非大きな波になって脱原発へと動き出してもらいたいと祈る思いです。

どうぞ頑張ってください。

私は山梨県在住の主婦です。

地方紙で、市長の原発中止を求める記事を拝見し、市長の行動に感動しました！

市長の未来を見据えた行動に強く支持致します。

今もまだ苦しんでいる被災地の方々がいるのに、さらに子供たちに負の遺産を残す今の政策は許しがたい。

どうか市長、様々な困難もあるかと思いますが、意思を貫いて下さることを心から望みます。

私は現在原発反対の署名運動しか出来ていません。

何か他にも原発廃止の為に自分の出来ることを探したいと思います！

4月7日91

4月8日92
山梨県主

婦

横浜市男
性

4月7日90



電子メールによるメッセージ（原発訴訟関係）

函館市長、並びに職員の皆さん、ありがとうございます。

福島の件を見ていても、汚染は福島県内のみならず関東・東北、また東海地方まで土壌や水質汚染され、

さらには海の汚染も広がっており、多くの国民や自治体が目を逸らしている中で良く決断なさったと思います。

自分は室蘭出身なので他人事ではないのですが、おそらく北海道内では札幌、黒松内の首長さん以外は国や電力会社の方針に追随し、

給食の食材にもさほど気を使っていないように思えます。

現在四国在住ですが、徳島県以外は残念ながら食材の検査などは曖昧ですし、原発反対の気概も感じられません。

しかしこれが今の日本の政治の現状なのでしょう。

その中で函館市は大きなご決断をなさって、この訴えが認められ大間原発が稼働せずに廃炉になることを、

更にはこれに追従してくる自治体が現れてくれることを祈るばかりです。

私自身幼い子供がいる母親として、仲間内でも食材の安全や原発の影響について話し合うことは多く、

やはり原発はなくさなくてはならないものだと感じております。

どうか今後もお身体にお気を付けて、頑張って下さい。

このたびの提訴は、原告としての資格が裁判所で認められれば、画期的なことになると思います。

私は北海道からはるかに遠い東京に住んでいますが、貴市の行動を支持したい気持やみがたいものがあります。

近隣市町村はおろか、遠くに住んでいる者も支持していることは、市長殿以下貴市役所の皆様には重々ご承知のことでしょう。

そのメッセージの数を堂々と誇示なさることを期待いたします。

どうぞ、勝利なさいますよう、心から願っております。

　この度の貴市からの「大間原発建設中止を求める提訴」は

すばらしい快挙です！その英断と勇気に心からの敬意を表します。

　どんなに豊かな自然の恵みがあっても放射能被害は一瞬にしてそれらを

台無しにすることは「3.11福島原発事故」が証明しています。増してや

健康被害は何代にも渡って市民を脅かし続けます。

私たち福島県民は自然豊かで安全なふるさとを失いました。失ってからでは遅い

のです。原発は例え事故がなくても死の灰や汚染水を常時流出し続けるのです。

　貴市の賢明な提訴の動きに周辺自治体も連動し、さらに大きな力になることを

祈念しています。

大間原発の新設については、福１の事故後の教訓も対策も責任も反省もすべてなかったことになってる。

　許せません。３０キロ圏内自治体として発言,訴訟するのはもっともなことです。

　函館市が大間原発建設差し止めを東京地裁に提訴したことを大変歓迎しています。いまだ福島第１原発の原因究明も進まない中、

4月9日96 男性

福島県福
島市女性

4月8日95

4月8日94
東京都世
田谷区男

性

福島県福
島市６２歳

主婦
4月8日93



電子メールによるメッセージ（原発訴訟関係）

原発の再開や、新設をやめない安倍内閣に憤りを感じています。市民の安全を第１に考えての貴市の英断に賛意の意を届けることを

私たち桑名九条の会世話人会で決議し送らせていただきます。原発建設差し止め訴訟が勝利することを祈念しています。

今回の原発訴訟に全面的に賛意を表します。函館市並びに市議会の今回の英断と勇気ある行動は必ずや全国各地の地方自治体の

動きにも大きな影響を与えるでしょう。国や電源開発から様々な懐柔を用いてくるでしょうがめげずに最後まで戦い抜いてください。

私一個人ですが周りの心ある人に対して函館市の戦いに応援するよう働き掛けるつもりでいます。頑張れ！

大間原発提訴に全面的に賛意を表します。　　　

今回の函館市並びに函館市議会の英断と行動は実に立派です。

最後まであきらめず戦い抜いてください。

私も一個人ながら心から応援をしています。頑張れ！函館市

函館市の大間原発さし止め訴訟は国のいい加減な政策を批判し住民の権利と健康を守る 地方自治体としての当然の行為です。

私も貴市の今回の行動にささやかながら応援のカンパをしたいろおもいます。メールでもって下記の住所でも結構ですので送金先を教えてください。

これからも大変なことが続くと思いますが多くの国民がみなさんを支援していることを念頭に目的達成まで頑張ってください。

生活クラブはチェルノブイリ事故から反原発運動を続けております。

大間原発の問題は、泊原発、幌延の廃棄物問題と同様に大きな問題です。函館市で行われている大間原発反対の取り組みは、

とても心強くいつも応援しております。私たちの行う集会で訴訟費用寄付呼びかけチラシを配布したいと思いますがよろしいでしょうか？

主催団体は、生活クラブと北海道平和運動フォーラムが事務局を務め、市民団体26団体が構成している4.26チェルノブイリデー

市民集会実行委員会です。チェルノブイリの教訓を忘れず原発の無い社会づくりに向け毎年活動しております。

今回はウクライナからの来日ということもあり、大勢の参加者を集めたいと思っています。

※市民集会、市民講演会の内容の詳細はチラシを添付させていただきますのご覧ください。

函館市の大間原発反対の取り組みに関しましては、日ごろから心強く思っています。

微力ですが応援できたらとの思いから実行員会で出た意見です。

昼の部、夜の部あわせて400名の来場を目指していますので、配布が可能ということでチラシがありましたら

下記の住所まで送って頂ければ幸いです。

御検討のほどよろしくお願いいたします。

このたびの提訴の件、大変力強く日本の国民、自分の町の人々のことを真剣に考えていらっしゃる政治家がいる、というのを頼もしく思いました。

全面的に支持いたします。

地震大国の日本で原発を作ることがすでに狂っています。

核の悲惨さを最も知っているはずの日本で、

原発を推進する人がいるのは、悲しいことです。

自治体からの訴訟で原発建設を防ぎ、

日本から原発をなくす大きな一歩になることを期待しています。

国はそんなに安全というならば、国会議事堂の中にでも原発を作ってください。

4月9日97 団体

道北男性98 4月9日

99 4月9日 男性

長野県男
性100 4月10日

4月10日101 団体

4月10日102
東京都世
田谷区女

性

4月13日103 匿名



電子メールによるメッセージ（原発訴訟関係）

大間原子力発電所に関する函館市の態度に敬意を表します。

当たり前のことをおっしゃっている市長にわざわざ敬意を表したくなるという

今の日本の状態がそもそもおかしいとは思いますが、

日本の原子力発電所に関する政策があまりにもひどいため、

あえてメールをお出ししたくなりました。

私は出身も北海道ではありませんし、海外に住んで20年近くになりますので、

函館市とは直接つながりはないのですが、

函館市のような、実に当たり前の動きが他の自治体にも出てきてくれることを

心から願っています。

今後とも心から応援しております。

函館は大好きな町です。西旭岡に単身赴任する夫のもとに、

私もよく出かけて、もっともっと素敵な街になればと願って20年間過ごしました。

函館市による大間原発建設指し止めの提訴を今か今かと待ちかねていました。

応援します。

訴訟費用にしていただきたいと願い、本日、ささやかですが郵貯銀行から北洋銀行の口座宛に送金しました。

プルサーマル原発など、この地震国に存在してはなりません。

健全な暮らしを市民、国民が将来にわたり思い描いて行けますよう、

大間原発建設指し止めに向けて市をあげて全力で頑張ってください。

大間原発差し止め訴訟　国を相手に本当に大変だと思いますが

どうぞ頑張ってください。私のところは泊から３０キロ圏内です。

本当に推進側の対応はおかしな、卑怯な話ですし、　函館市の道理の通ったお話は

「そうだ！そうだ」とニュースを見ながら同調いたしております。

きっと今回のことは　全国の原発を抱える地方の人たちにも勇気を与えると思います。

今後　こういう地域が手を組んで国に立ち向かえたら　思わぬ力が出るのでは・・・と

そんな希望を抱く一人です。アリだって群れれば大きな家を壊せます！？

4月18日106 後志　女性

4月15日105
千葉県我
孫子市女

性

4月13日104
ポーランド
在住日本

人



電子メールによるメッセージ（原発訴訟関係）

函館市が、この度、大間原発の建設差し止め請求を提訴したことに全面的に賛同します。

一旦事故が起きれば、甚大な被害を受けることは明らかです。

福島原発の事故の究明も出来ず、歴代の政権政党、電力会社の誰一人として責任ある人が

処分を受けていません！

さらに、外国へ危険な原発を輸出しようなど、犯罪行為です。

使用済み核燃料の処分方法も確立していないのに原発を推進させるのは、

目先の利益のみにとらわれた愚かな行為です。

函館市には是非頑張っていただき、日本から原発を無くす大きなうねりを作って行きましょう！

全面的に応援します。

本日、訴訟費用の一部にと現金書留にて送金します。

ともに頑張りましょう！

　止むに止まれず提訴に至ったものと思われますが、勇気ある行動に感謝しています。

福島原発事故から３年、報道はめっきり少なくなりました。　このままいくと大きな禍根を将来に残すことになります。

　政府、国は、原発事故が再度起きても、原発推進の旗を降ろさないでしょう。

利権に浸かった国、政府には何ら期待が持てません。

　お粗末な緊急避難計画であったとしても、国は自治体の理解が得られたと判断し、再稼動を強行するでしょう。

事故が起きたとき真っ先に被害者となる原発立地周辺の住民や自治体が抵抗するしか原発を停止する術がありません。

　この提訴が、各地の原発再稼動停止の呼び水となってくれることを期待しています。声を大にして言いたい。

原発立地周辺自治体は函館市に続いて提訴をと。

4月21日107
さいたま市

男性

4月22日108
静岡県浜
岡原発周

辺者



電子メールによるメッセージ（原発訴訟関係）

市長が書かれた「なぜ建設凍結をもとめるのか」を読ませて頂きました。

内容ついては、まったく同感致します。

先般、政府がまとめた「エネルギー基本計画」は

１、原発は重要なベースロード電源。

２、原発の規制基準適合後再稼働推進。

３、再処理やプルサーマルの推進。

４、もんじゅの研究続行。

などでした。

あの東日本大震災で起きた福島第一原発事故は何だったのか。

その原発は収束どころか、放射線量が高いので、まともな作業も出来ず

状況は刻々と悪くなっていると感じます。

そして,私は日本は原発をやめ、自然エネルギーにシフトするべきと考えます。

これからいろいろな事が待ち構えていると思いますが、

きっと函館のみならず全国の市民のみなさんが応援してくれると思います。

これからも函館の皆様、一丸となって頑張ってください。

この運動が全国に波及し「ＭＯＸ燃料」なんて

絶対、使われないことを心より祈っております。

「大間原発の建設凍結のための提訴」につきまして、支持、応援いたします。

　子どもたちの未来を考えると、大間原発の建設は、到底許すことはできません。

　今回の函館市の提訴は、詩人　坂村真民氏の書いた、「あとからくる者のため

に」という詩を　あらためて思い出させていただきました。がんばってください。

「あとからくる者のために」

　　　　　　　　　坂村　真民

あとからくる者のために        苦労をするのだ

我慢をするのだ    田を耕し種を用意しておくのだ

 あとからくる者のために    しんみんよお前は

詩を書いておくのだ    あとからくる者のために

山を川を海を    きれいにしておくのだ

 あああとからくる者のために    みなそれぞれの力を傾けるのだ

 あとからあとから続いてくる   あの可愛い者たちのために

未来を受け継ぐ者たちのために     みなそれぞれ

自分で出来る何かをしてゆくのだ 　

4月26日109
埼玉県川
口市男性

5月1日110
江差町
男性



電子メールによるメッセージ（原発訴訟関係）

民主医療機関連合会発行の「いつでも元気」という雑誌に、工藤市長の大間原発の建設差し止めを求めていく投稿記事を見て、

嬉しくなりメールしました。

とても意義のある闘いだと思います！

危険で処理方法の確立していない原発はいらない。未来に原発を残さない闘いを、京都から応援しています。

本訴訟提起の趣旨に共感し、本日当該口座に送金しましたので、些少ですがお役立てください。

私は、函館市隣接という状況に限らず、原発推進には反対です。そもそも、燃料の処分も

出来ないようなエネルギー政策のあり方に問題があり、この地震頻発国には馴染まない方法だと考えます。

災害時に施設が損傷した・全焼した等ではすまないのです。取り返しのつかない事態になることを、

いま一度考える必要があります。

「喉元過ぎれば…」と言われるように、３年前の大震災での放射能による被災者が、いまなお故郷を離れ、

集落を放棄するという現実を、いま一度国民が認識すべきです。

私を含めて、今の社会に暮らしている人々は、電気の恩恵を多く蒙り、これ無くしては生活できません。

しかし、それと共に利便性を過剰に求めて大量に電気を必要としている事も事実です。

一例を挙げれば、トイレ手洗いに設置されている「温風機」や、当たり前に装備される「自動ドア」、

挙げ句の果ては、「電気自動車」です。ですから、弱者に配慮しつつ、もう少し快適さを減らして

電気需要を減らす努力をし、代替エネルギーの構築を加速させる知恵が望まれます。

やはり、「捨てられないゴミを出す生産はダメ」という単純な考えなんだろうと、私自身は

思います。この訴訟が契機となり、人々がこの原発問題に多くかかわる事を願っております。

5月2日111
京都府３５

歳女性

5月16日112
札幌市５３

歳男性



電子メールによるメッセージ（原発訴訟関係）

しかしながら代替案を示さず論点のすり替えで 争点が活断層の有無で工事着工では弱い

あくまでも原発は核のゴミを排出し続ける装置であり 非核三原則に反することを争点にしないといたちごっこです

さらに原発がないと電気代が値上がるという論拠もおかしく

それをすべて解決するための研究が燃料電池です

平たく言うと   水素発電であり火力タービンを水素で回すと  CO2も出ず燃やすと水になる

日本国の周りは膨大な海水です

海水から飲料水を生成する技術は既にあり  その水から水素還元技術もアリマス

問題点は爆発性とボンベでの長期保存ができないという課題がありました

しかしオオマサガスという技術と  液体水素にする技術が発表され

そのプラントを海上もしくは沿岸部に張り巡らせれば  膨大な電力供給が可能になります

今の日本の問題点はエネルギー原料を輸入している点で

水素発電を行えば為替に左右されないエネルギーを所持できます

原発建設コストや防波堤建設コストを発電コストに転換すれば  長期的に回収は可能です

この技術を船舶上で行えば永久的に航行可能な船舶ができます

これを函館ドックに依頼し製造秋に  東京オリンピックに来る海外メディアに取り上げれば

カジノ船や外来船のオーナーへの訴求効果が得られます

輸出で外貨も入ります  天然ガスを買う必要もなくなります

膨大な水素発電で電気代を下げ  工場の国内誘致 白物家電の普及 LED向上による水稲米の量産

電子銃の開発 電磁バリア開発による国防 その他  様々な 産業革命によるGDPの向上が見込めます

道路延伸や新幹線 リニア開発より先に  公共事業として発電事業へ先に予算を投入すべきです

膨大な雇用も生まれ犯罪も減少させられます

5月19日113 匿名


