脱原発アンケートのまとめ
記述式の問いかけに、いただいたご意見をまとめました。
個人情報につながるものを削除（又は置換え）した以外は、原文そのままを載せています。

小倉北支部
問９「グリーンコープでんき」に切り替えたくても出来ないと思う理由があれば、お書き
ください。






















電力会社に勤め日々がんばっている親戚がいる。
ネット利用割引がない。無茶苦茶安いのです。
大手電力会社との直接契約ではなく、割引率の良い電力会社にマンション全体が入っ
ているから。
高齢で集合住宅のため今更切り替えはしたくない。
メリットも感じにくい。加入しても原発なくならそう。
まだ始まって間もないので不安。デメリットもあるのではと考えてしまう。
現在の料金が大幅に上がるのは家計的に無理にかる。出資金の余裕がない。死後契約
を続けられない。
安定供給に不安があるから。大手電力会社に不満はないから。
何か災害等があった時の対応、復旧は大丈夫なのかという不安があります。
グリーンコープをやめたらそのあとどうなるのか？
「大手電力会社」にしても「グリーンコープでんき」にしても、今回の北海道の停電
等考えると、自然の脅威のどうしようもない圧力を考え、早い復興を望むのが本音で、
今のところ大手電力会社の経緯を重んじると思います。
太陽光発電所が田舎や山間部にありますが、電気以外生み出さないあの景観が不気味
でなりません。本来であれば豊かな里山が広がっている所ではありませんか？他の電
源なしには成立しませんよね？太陽光や夜間、雨天時等発電できません。他の電源が
カバーすることが前提の脱原発のためのグリーンコープでんきですか？
グリーンコープと現在の電気代の引き落とし口座が違うので手続きがよくわからない。
ずっと大手電力会社にお世話になってきて、これまで停電というものをほとんど経験
したことがありません。原発、火力、再生可能エネルギーと発電の種類も多く、何か
不具合が起きても他でカバーして送電してくれるだろうという「信頼」
「安心感」があ
ります。
大手電力会社の送電線を使用しているので、どちらにしても負担していることになる。
切り替えたとしても矛盾は残り、クリーンとは言えないから。
安くなければ切り替えは出来ない。
子供たちが巣立ち、老後生活に突入しているので、正直言っていろいろ手続きするの
が面倒くさい。
理解、納得はいくのですが、家計のやりくりで少しでも安い利用料金のところを選ん
でしまうから。
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高齢のため住まいを変えるなどあり得るため。
昔からある大手電力会社以外に切り替えるのは不安。よほど料金が安ければ検討する。
電力の安定に少し不安があります。今は働いているので不測のことが起きてもすぐに
対応できないので。
主人が決めている。
いろんな契約を変更するのを主人がきらうのでむずかしい。
原発事故の被害にあった人々、地域への関心の薄れ、原発の問題について知らない、
無関心、電気代が安ければよいと思っている人たちがまだ多くおられると思います。
切り替えたいと思う方は切り替えるよう手続きできることだと思います。
転勤のため、県外に引っ越しする可能性ありで、グリーンコープ電気を使用できなく
なる時にどのような手続きをすればいいかわからない。
電気工事の方に聞いた話ですが、家で電気の不具合があった場合、まず今入っている
プラン（会社）のところに電話をして、そこから大手電力会社に連絡をするので、す
ぐ来てもらえないことがあると言われたので、切り替えをやめました。
主人の理解が得られない。
オール電化で生活しています。先日電気のトラブルがあり、大手電力会社に連絡し、
直ぐ工事の方が見え点検し工事店に連絡し修理を依頼、事なきを得た。何かあった時
にすぐに対応してくれるのだろうか？
電気、ガス、通信費等まとめて安くなるので具体的に電気代もわからないと友人が言
っていた。複雑にしてわからなく安いという一言でみんな黙ってしまう。恐い。
答えたくない。
主人の仕事のお付き合いがあるかもしれない。
お店をしている為、お客様が大手電力会社です。
オール電化対応。
買取、蓄電プラン。
家族の同意を得て、切り替えたいと考えています。大切なことなので、時間がかかる
と思います。家族が電気関連の技術者なので、原発、電気に詳しく、時間をかけて話
し合いたいとおもいます。
停電が心配。
現在、太陽光発電制御あり不安。
夫が大手電力会社関連会社に勤めています。送電線の仕事です。
別会社で切り替えをしたばかりなので。
今すぐ切り替えたいとは思わない。
料金が変わらないのであれば検討できるが、やはりオール電化なので大幅に上がると
いうのは家計に厳しいです。
高齢。年金生活者で原発廃止は賛成ですが、出資する余裕がありません。
当面は現状維持でと思っている。
一括送電システムだから。
わかっていることとわからないこと、知っていること知らないことがたくさんあって
決定的なことがないから。
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もし、グリーンコープを解約した場合は？
75 歳以上の夏場の 2 年契約しているから。
料金がどのくらいになるか不明。
グリーンコープでんきに変えて、安全面、コストなど大丈夫？
面倒くさい。
すぐの切り替えは抵抗がある。
主人が反対する。
転勤するので、それから検討したい。
ガス会社のエネファームをつけているため。
最近切り替えたばかりなので、更新が来るまで切り替えられない。
大手電力会社がいい。
スマートファミリープランに切り替えたばかり。
よくわからない。
切り替えしません。
電気代があがる。
ガス会社の電気に変えた。
アフターケアが心配。
変更が複雑。
考える余裕がない。
原発で仕事をもらっている人が知り合いにいる。
必要と思ってない。
電線を大手電力会社の電線を使っているので不安。
過去の実績、信用の問題。
時期を見てしっかり確認してから。
主人が電力会社に勤めているので。
マンション全体で契約していて安くなっているため。
マンションの管理会社が決まっており、個人的に選べない状況です。
オーナーの許可が必要になるため。
社宅のため。
職場のため。
携帯会社のでんきを利用していて、安くなっているため。
すぐには変更できない。
切り替え後に電気が安定に供給されるのか不安。
災害時など、何かあった時に安定した供給が行われるのかが心配。
グリーンコープでんきだけで全電力を賄えるとは思えない。
電気代が上がる。もしくは、上がる可能性がありそうな気がする。
料金が明確でないため。
契約割引がないから。
クレジットカード決済が出来ないから。
転居の可能性があるから。
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いつまでもグリーンコープに入っているとは限らないので。
グリーンコープをやめた時などの手続きが面倒。
オール電化からガスへの切り替え中だが、まだ季時別からの切り替えをすることでど
のくらい料金が高くなるかわからないため、未だしていない。
太陽光発電システムを導入しているため。
(売電・時間帯セレクト・自家発電、と、それなりに正しい方法だと思うため)
太陽光を利用していて大手電力会社に売買している。切り替えに気が引ける。
ガスの発電機を使っています。
オール電化のため、大手電力会社の方が安い。
自宅に太陽光パネルを設置している。
太陽光発電にも問題がある。各家庭で発電し、それを利用できるような社会になれば
良いと思う。
メリットとデメリットが明確でない。
全体的によくわからない。
主人がよくわからないと言う。
主人が反対している。
主人が「電気は大手電力会社」という考え。話し合い、同意が難しい。
現在、家族と相談中。（私自身は脱原発を望んでいる。）
娘の家に同居しているため。
世帯主でないため、決定権がない。
家族が多く電気使用量が多いため、料金の安い新電力にしています。
趣旨には賛同しますが、現実には価格で折り合えないのが現状です。
大手電力会社＝原発、に有利な仕組みになっていて、変えることで先々不利になるこ
とも出てくる可能性もありそうなので、不安。
将来的な不安。
現状に満足している。(ガスの利用がメインなため、あまり電気代がかからないため)
夜間しか電力を利用せず、使用料も少ないため。
エアコンが低圧電力のため。
それがどんなに良いことだとしても、手続きが煩わしい。
なんとなく面倒。
手続き等に時間を割く事が出来ません。脱原発に向けて「電気の切りリット
があるのか…（社会的に個人的に）検討したい。
年をとっているので、いろいろと考えるのが面倒。
高齢のため難しいことはわからない。
忙しくて検討する余裕がない。(買い物すら行く時間がないので、個配を利用している
ほど。)
切り替えなくてもよいと思っている。
特に理由はないが、新電力に興味がなく、切り替える予定もない。
無理に切り替えたくない。
家族に大手電力会社、もしくはその関連会社に勤務しているものがいるため。
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元、ガス会社の職員だったため、ガス会社に入っている。
家族に携帯電話関連会社の職員がいるため。
すでに他のところに切り替えているから。
グリーンコープでんきを知らなかったため、ガス会社と数日前に契約してしまったた
め。
クリーンエネルギーの買い取りが確立されているとは思えない。クリーンエネルギー
が過剰になった場合、現在の買い取りシステムが変わるのではないかと思い、はっき
りとわからないため。
自然エネルギーにも住民や環境に問題があることを知り、すぐに変えるというのも戸
惑っている。
スマートメーターにするのが不安。グリーンコープの資料ではスマートメーターによ
る健康被害はさほどないとの事だったが、自分で買った本など、別のところでは影響
があると示されているものもあるので、疑わしいことは避けたい。
すべての権限をアメリカに握られている現状で、どこまで正しい情報を国民が知るこ
とが出来るのでしょうか？情報がなければ判断することが出来ません。政府の説明も
学者の意見もどこまでが本当なのでしょうか？本当のことを説明されない限り何を基
準に判断出来るのでしょうか？
もちろん原発には反対だが、太陽光発電が好きではない。
使用量が多いため金銭的に今は難しい。
仕組みがイマイチ分かりにくい。
ニュース等で不安があるため
もしグリーンコープを辞めることになれば、電気も大手電力会社に変更しないといけ
ない、面倒では？
「電気＋ガス」のセット契約にして料金が安くなっているため。
電気料金が高くなると思う。手続きがイヤ。
一日が大切な生活になっております。１０月１３日で９１歳です。
大手電力会社に父が勤務していて、兄も勤めていたことがあり、私も子どもの頃から
のなじみが深いため。
切り替えたいとは思わないので！
家族内で他の通信会社等で多様にサービスを共有していることもあり、又、料金面で
現在は得であるため。
今の電気料金より安くならないなら変えられない。
主人の仕事の関係。
違いが良く分からない。「グリーンコープでんき」の仕組みが良く分からない。
切り替えたばかりで、解約すると違約金が発生する。
引っ越しして主人が電気をガス会社の新電気にした。主人は自然とか原発廃止という
事より、金額が安いという事に重きを置いているので、その主人を説得する自信がな
い。
大手電力会社から今の会社の契約に切り替え、特に困っていない。
夫婦ともに介護される立場にあり、今後どうなるか大変不安定なため。
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我が家は借家で主人と二人暮らしです。電気料金は低料金なので今のままでいいと思
っている。
高齢のため。少額だが、出資金で応援しています。
切り替えると困ることが起きるかも知れない。
根拠はないが、何かあった時、長年利用している電力会社の方が安心感がある。
寮生活をしている。
下関市に住んでいるため中部電力管内です。
電気は法人契約をしている。
供給の安定性。
取引先（ガス会社）の電気に切り替えたばかり。
出資金の協力が難しい。
主人の両親が契約しているので変更できない
家族と意見が合わない。
台風など被害があった時、停電などの時、大手電力会社の方が安心。電話ですぐに動
くと思う。
やはり組織の大きい方が良いと思う。
電気料金が上がるから。
停電時の対応。大手電力会社任せになるのか？
災害や事故を含めて、電力供給が安定しているか確信が持てない。
現在の料金から大幅に上がると言うのも不安。
現在オール電化。今後引っ越してグリーンコープを脱退する予定。
知り合いから頼まれて契約しているので。
大手電力会社に満足している。
今一つ仕組みが理解できていない。
家族が新電力を取り扱っている会社に勤めている。
集合住宅の為、新電力は考えていませんでした。また、低料金のため大手電力会社に
しています。
年金暮らしになって固定費が少しでも上がることは避けたい。
グリーンコープでんきに関係すること自体あまり知識がなかったので、もう少し情報
をお聞かせ下さい。
まだよく理解できていませんので…。たとえ理解できたとしても家族（夫）の賛成が
無ければできません。
引っ越しが多いので非常に面倒。諸手続きがあるのは生協だけではないので。
電磁波過敏症なので、スマートメーターに切り替えたくない。
集合住宅で、個別に変える事が出来ないシステムになっている。
（電話回線ですら変え
られない）
ベースロード電源を現状原発以外に急に切り替えることが出来るのか疑問。
電気代が大幅に増えるので、経済的に不可能。
何処の電気料金システムも分からない。
大手電力会社にガスもセットしたばかり。グリーンコープでんきにもガスセットが有
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れば、切り替得たいのですが…。
家族の関心がない。普通は大手電力会社、やはり普通から外れるのは、難しい事と思
います。
手続きが難しいと思っていた。
主人が大手電力会社からのお仕事をしていて、なかなか夫婦で話し合うことが難しい
状況。
原発は一度事故を起こすと取り返しのつかない事態になる。
核廃棄物の処分方法がなく、溜まるばかり。子孫に「悪物」を残すことになる。なの
で原発は止めるべき。
分かりません
検討していきたいと思いますが、以前ガスと一緒にしたいと確認してもらいました。
結果として別々がお得と言われたのでもう少し様子をみます
電力供給が不安定な気がする
いろいろ考えて大手電力会社をやめるのがせいいっぱいです。電気が必要なくなった
ら、太陽光は大手電力会社が止めることになってますよネ…。
出資金をすることで、現在の家計の負担となるため
主人の説得が難しい…
主人の仕事の関係上
大手電力会社社員がいるため
すでにガス会社と契約しているので。
地震などの天災があった時に修理を素早くしてもらえるか不安だからです。
考えたことがない
すぐ引っ越しで他県にいくため
引っ越しが多い為、手続きが大変そう
工事とかやりかえるのはめんどうくさい
家族の同意が必要なのでむずかしいです。現状のままでいいです。申し訳ありません。
申し訳ありませんが変更したくないです。
どことも切り替えない
切り替えるともりはありません
これから検討したいです。
「おいしいコープ」が主体と思って入会し数年経ています。最近特に野菜果物を注文
しても不良品が多くてガッカリしていますのでいつ退会するかわからない状態ですか
ら切り替える気持ちになれません（→付箋を貼り、個別に対応）
都市ガスも含めて大手電力会社に契約している。
他の電気会社と携帯電話、電気代を含めて支払をしている
マンションがまとめて大手から電気をひっぱってきている簡単に変えられないと思い
ます。
家族へ相談が必要
費用が高くなると困る
今はよくても将来大手電力会社に有利な法案などができそうだから。手続きがやや面
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倒な気がしています。
主人が他の新電力に変えたので、今はまだ変更できない。
新電力の会社の他との割り引きが入っているので変更できない
全体が変わればいいと思うが、少数だと電気代が上がると思う
国の政策不安定。我は先がない
忙しいのでいろいろしたくない
書類などがめんどうくさいから
料金が気になる。
電力会社の電線を使っているのですか。ガス会社に切り替えたので。
現在の契約が季時別電灯であるため、料金が大幅に上がる可能性がある。
料金が大幅に上がりそうでそうなると困るので
時間帯別契約に対して従量制契約の料金がどれ位違うか試算したことがあります。結
果冬場で 6000 円弱、夏場で 3000 円強高くなることが分かりました。あまりに差があ
りすぎて切り替えを決断できません。これは給湯を電気に頼っているためです。その
給湯器もそろそろ耐久年数が過ぎる頃です。将来的には給湯をガスに切り替え、電気
も大手電力会社系でない新電力に切り替えたいと考えています。
今のところ不便なし。新電力への手続等々をしたくない
生活保護なので許可がなければ切り替えられない
役所の支配下にあるため
メリットはなんでしょうか
わからないから
賃貸なので
最近オール電化に変えたのですが、私自身高齢で、現状でいいかなと思っています
大手電力会社のオール電化にしているため。
大幅に値段が上がるので。
生活が苦しいので、したくても出来ません。病人がおるので（透析）
主人の理解が無い為、強く切り替えを要求できません。
会社からの供給のため。
年齢的（70 歳以上）にも健康面でも不安がありますので、今現在の所に居住するかど
うか思考中ですので今の所考えて無いです。
契約者である家人との共通理解ができていない。
仕事関係の為、他の会社に加入済。
他地域他海外へ転居の可能性があるため。
安定的に電気を供給できるのか分からない。送電インフラは大手電力会社が持ってい
るので大手電力会社が原発を維持する為に自然エネルギーの発電量を抑えようと働き
かける。
切り換えたばかり（年ごとに継続した）グリーンコープでんきを知る前から替えてい
ました。
いつまで生協を続けるのか分からない。
息子夫婦と同居しているので決定権はない。
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電気使用量が多い為。
特になし。
安定供給できるか不安。
大手電力会社よりも割高になりそうなイメージがあります。
将来に渡り、自然エネルギーだけで安心して電気の供給が受けられるか不安がある。
電化でナイトなので電気料金が気になる。でも原発には頼りたくない。グリーンコー
プは安定供給も視野に入っていますか？グリーンコープでんきは自然エネルギーだけ
でしょうか？今後、安定供給を視野に研究・開発しているような電力会社？であれば
出資、切り替え検討したいです。
年金生活です。若い世代が思っておられる程はもらっていません。負担が大きくなる
のでは？
時間帯別契約で電気料金がアップしてしまうのですが、再度ＧＣでんき検討してみま
す。
高齢で一人暮らしただ今住み替えを考え終活中です。申し訳ありません。
今は特に変えようと思っていない。
これから考えます。
大手電力会社と長いつきあいですので今のままで良いと思う！
大手電力会社関係者です。
電気代がそんなに変わらないと思う。
家主でない為決められない。
「グリーンコープでんき」は応援しています。しかし主人が電気（大手電力会社）の
切り替えに反対です。なので切り替える事が出来ません。申し訳ございません。
集合住宅の電気使用が決められているため。
いつまで組合員でいられるか？めんどうな事はしたくない。
オール電化だから。
ガス会社のエネファームを使用しており大手電力会社へ売電しているが、そういう場
合でも切り替えられるのか？
すでに新電力に切り替えた為。ＰＣ、ＴＶ、電話などケーブルＴＶ会社に長年、セッ
トで継続して料金的にメリット有る為。
私が契約している訳ではないので勝手に切り替えは出来ないです。
テレビ放送番組、ジェイコムと電気料なども一緒のパック料金に（割引）なっている
為。
私は切り替えたいとは思っているのですが、世帯主（夫）の意向があり、なかなか踏
み切れないのです。
今月新電力に変更したばかりで３年以内は違約金が発生するとのこと。
子どもの家は電力会社ですので。
電力会社に変えたばかり。
ドライにＧＣの方がものすごく安ければ切り替えなくもないですが、特にメリットも
なく不満のない従来のものを変えることは自分を動かすエネルギーがいる。
一人暮らしですので、大して電気はいりません。
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今の制度では太陽光発電は日中に集中して発電する為、電力会社の受け入れに限界が
ある。発電した電気を売電だけでなく外に使う事を考えるべきである。
オール電化で時間帯制だから。
スマートメーターに切り替えたくない。大手電力会社の太陽光発電の売電制限、グリ
ーンコープの発電所も対象になった？
家で発電した電気をグリーンコープが買い上げていただくことはできないのでしょう
か。
現在、季時別電灯でオール電化のため、料金の関係で切り替えできずにいます。
（２件）
私の場合、転勤でまた別の所へ転居（県外）しなければならず切り替えは考えられま
せん。今すぐではないですが、いつ急に転勤になるか分からないので。
政府の態度がはっきりしないし、大手電力会社の権力が不安です。
ずいぶん前から切り替えようと思っていますが、なかなか手続きの時間をとることが
できずそのままになっています。近いうちに、とは思っています。できれば年内。
ガスが中心なので、発電エネファーム利用。
借家の為。
グリーンコープでんきの全体像の理解がない。
大手電力会社に売電しているのでグリーンコープ電気を利用できないと思っていまし
た。（太陽光発電をしています）
知人のおつきあいで新電力にしているので変更できない。
借家の為、工事等が必要とのことでしたので他の方法で申し込みました。
主人が決めるので無理。
家族の理解が得られない。安定供給されるか心配。
料金のシミュレーションをしてもらったら年に３万〜４万の値上げになりました。電
気代が安くなれば切り替えます。
コープでんきが大手電力会社の送電網を使うのであれば、今のところは切り替えたく
ない。将来は自家発電で蓄電池を備えたい。理想は電気も地産地消、自己完結型で狭
い範囲の電力を供給する。自然エネルギー発電所を持ち送電網も自前で。
住んでいるマンションは新日鐵から電気供給を受けています。変更まではできません。
マンションで一括電力の扱いなので変更できないのではないか。
年齢的に無理。いろいろな契約をしているので。
家族の中に今のままでいきたいという考えが強いため。
節電につとめているところ。家族全員意見が違っている。
新電力に変えたばかりなので。
出資する余裕がないです。
値上がりするから。
現実問題、今より金額が上がってしまう為。
前、勤めていたところが電気の供給を始めだした為。
グリーンコープに加入してなければ切り替え出来ないのではないですか。
スマートメーターへの切換。電磁波の問題と個人の生活状況が守られない為。
大手電力会社にしかない夏場安くなるサービスがあるから。
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建物老朽化のため、今は考えていない。
転居するかもしれません。
理解不足、勉強不足。知りたい気持ちも強くはない。
今、仕事が忙しく少し落ち着いた所で考えます。
只今２年契約の途中だし、できない。というよりしたくない。原発はいやだけど同じ
電線とおってくるのにＧＣでんきが原発のかなんてわからないし、ばんばんつくって
もし回らなくなったらって先行きの不安もあるしなによりめんどいし。
高齢になるのでこのままでよい。
高齢者で共同で若い者と住んでおり何もかも若い者にお世話になておる状態です。若
い者達の意見に合わせるしかありませんで、今しばらく検討すると思います。
将来（未定ですが、明日かも？また数年後かも？）娘達（東京）の所へ引越すことに
なります。
太陽光。
出資に余裕がない。
主人に話をしてみたが、反対されたから。私はどちらでもよいが、切り替えたら出資
しないといけない気がする。
現在仕事上カード払いとしている為。グリーンコープでんきにすると生協での一括支
払いになる為切り替えられません。
家のことは自分一人では勝手に決められません。
親戚が大手電力会社に勤めている。
エコキュートにしているので、割安料金になっているので。
支払いをクレジットカード払いにしたい。
深夜電力Ｂを使用していますので、電気料金がどれ位高くなるのか分からないのでグ
リーンコープ電気を利用したいが、考え中です。
なんとなく面倒だと思う
料金が上がる可能性があるかも
ガスも大手電力会社と同じ
親、夫が払っている 同居している子どもが払っている
大手電力会社との契約でナイトセレクトなので他に切り替えると割高になると聞いた
供給量は大丈夫なのか
手続きが分からず面倒
料金が高い
安定供給されるか不安
オール電化にしているので
使用料が多くないので一人暮らし、面倒
大手電力会社の土地を購入、オール電化が条件で土地と家を買った
オール電化だと大幅に高くなりそうだから
大災害があった時に送配電が出来るか不安
なんとなく大手電力会社だと安心
大手電力会社との売電契約なので９年後切れたら検討したい
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家族が大手電力会社社員なので
商売をしているので電気会社を変えられない
借家で大家と同じでないといけないので不可能
大手電力会社が嫌いだがガスとセットで安くなったから
別の新電力に加入したばかり
この頃見直したばかりなので
夫と相談しなければならない
昔から大手電力会社で困った時にすぐに対応してくれたから切り替えるつもりはない
ガス会社に入っており電気とセットにしている
不安定な電力（風力や太陽光）は信頼性に乏しい
発電所を作りに当たり多くの森林を伐採するなど環境を破壊して二次災害の原因を生
んでいる
原発反対と言いながら原発促進の丸紅や大手電力会社の協力を得ないと成り立たない
矛盾点
マンションで統一したプランに変更予定（マンションで決まった）
日々忙しくて考えられない
高齢の為、考えられない
自然エネルギーに変えたいが国の考え送電線の使用方法ではいい物もあまり生かせな
い
実際に九州の太陽光発電を控えるようにとニュースになっていた
介護で長期間家に帰っていない
ガス会社にまとまる予定
２年更新をした（大手電力会社）
クレジットポイントを貯めている（大手電力会社はクレジットを使えるので）
マンションで一括管理
アンペアのやり直しが大変なので（５０Ａ）
出費を抑えたいので変えられない
もう少し周りの新電力の推移を考えて
温水器等深夜電力の使用が多いので変えたくない
大手電力会社は火力もやっているので
社宅なので会社に説明しないといけないので
グリーンコープを辞めた時どうすればよいか分からないので
経済的に大変
別にありません
１５０戸のマンションなので良くわかりません。
夫婦間での意見の相違いが大きいです。夫も原発を推進している訳ではないけれど、
無くすことは不可能だろうという考え。ならば少しでも家計の負担を減らしたほうが
家計のためという主張です。
なし
マンションなので出来ないのではと思うのですが…
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手間がかかりそうなので
病気したので、自分の意見はいえない、家庭の事情
切り替えを主人と相談するのが面倒くさい。引っ越しでグリーンコープを継続できな
くなった時とかのことが面倒くさい。
現状の契約からグリーンコープでんきに切り替えると、電気料金が大幅に上がると言
う事と、太陽光発電で大手電力会社に売電しているのでその差額が小さくなることは
ちょっと考えていない。
電気料金が大幅に上がるため
夫が乗り気でない
難しそうであまり気がすすまない
他の電気会社なので、携帯、ネット、TV のセットになって割安になるから
一人暮らしなので何かあったとき、工事は大手電力会社からなので、車を手離すと、
清水店まで買い物に行けなくてグリーンコープをやめるときどうなるのかわからない。
水力発電いいのですが、魚道の整備がされてないようなので
不安に思うこと。送電量は充分かどうか。例えば災害等で太陽光発電設備にダメージ、
最悪の場合吹き飛んだ場合、どうなるのでしょうか。
夜間割引
安くなれば
費用が大幅に上がるから
携帯会社と他の電気会社に加入しているので料金が割安
もし災害があったときブラックアウトが心配
もう少し考えてみたい
安全性、安定性。
家族の許可がもらえそうにない。親類に大手電力会社の人がいる。
年齢のこともあり、終活しようとしています。整理をすすめているので、それ以外の
ことは考えていません。
費用面

問１０脱原発についてご意見があればお願いします。






脱原発の推進と東京電力の賠償問題は別の話だと思う。電気料金に上乗せしてきたと
しても。
いますぐに原発をなくすことができなくても、廃炉にするために頑張っていきたい。
反対というだけでなく、どうやったら止める事ができるのか、廃炉にするために私達
ができる事は何かないのか、考えていかなくてはと思いました。
脱原発には賛成です。だけど自然災害等で自然エネルギーの電力を得ることができな
かったら、原発の電力を有難いと使用する自分もきっといると思います。
脱原発が成功したとしても、そく原発０＝放射能０とはならない。核燃料の放射線が
人体に影響が無くなるまでかなりの月日を要することをみなさんは知っているのだろ
うか？その核燃料の行方でまた色々な声が上がってきそう。核燃料の問題が解決でき
てこそ真の脱原発と言えるのではないか？
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今の政権では脱原発は進まないと思います。
こんなことニュースを見ていても情報を得ることが出来ないメディアの状況にも腹立
たしいです。そして何より、政府、政治家、大手電力会社、そのほか電力会社に怒り
を覚えます。
一部の人に負担を強いている現状、国の姿勢、いつも腹立たしく考えていはいるもの
の、実行に移せない自分も情けない。
太陽光パネルの将来の廃棄方法が決まってないときいています。原発同様、太陽光発
電にも問題あるのではないですか？
危険性は常に隣り合わせとは分かっています。一気にやめるとなると、働いている方
もいるし、廃炉にするにも大変。国が方針を決め、段階的に廃炉するために進めるの
が一番いいと思う。廃炉した後にもウランなどの放射性物質の問題は残るので、後の
ことも考えていかなくてはいけない。
理想は「原発のない社会」ですが、今は難しいのだろうとおもいます。電力の「安定
した発電、供給、しかも安全で安心な仕組み」を実現するには、技術の発展に加え、
国の方針も重要な要素だと思います。
原発に頼らずに生活できればいいと思いますが、原発なしで産業が成り立つ（安定し
た電圧でないと製品にムラが出る／CO2 問題／発電単価）ようにならなければ難しい
と思います。実際送電線を利用しているので、原子力発電の電気と混在しています。
脱原発している気になれる電気ですね。本気で脱原発したければ、自宅の屋根にソー
ラーを乗せて蓄電池で貯めるかエネファームにすべきでしょうね。電気は使わないく
らいの心意気がないと脱原発なんて言うべきではないのでしょうか？
脱原発を言っている人は今まで原発にお世話になっているのを知らないのか、原発は
必要である。
電気をガンガン使いながら「脱原発」を訴えるエセエコロジストに違和感を覚えてい
ましたが、グリーンコープはきちんと発電まで考えているのには賛同します。今はも
う電気のない生活は出来ないので何かしら手立ては必要ですが、消費は増える一方で
生成が追い付いていないのが現状です。火力発電は二酸化炭素が発生すると目の敵に
されていたのに、今はその火力発電に頼っているのも人間の利己主義だと思うのです
が。
福島第一原発の事故が起こってもなお安全だと思う人がいることが信じられません。
今日本のあらゆるところで地震が起きています。不安です。かろうじて安全性が保た
れても廃棄物の処理はどうするのでしょうか。広く市民に電気料金の仕組みや原発の
ことを正しく知ってもらいたいです。
基本的には賛成ですが、戦後の日本経済を支えてきた今までの電力のあり方を全く否
定する気持ちにならないところがある。原発にたよらない電力への方向転換には時間
がかかりそうな気がする。
事故さえなければ無問題。
申し訳ないけれどいろいろな考えがあっていいことなのに、回収率１００％で名前も
記載するというやり方に理解できません。
グリーンコープさんが脱原発に向けてこんなにも大きな事業を始めていたとは知りま
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せんでした。みなさんの福島視察報告を１件１件じっくりと読みました。とても悲し
い気持ちになりました。私も心の底から脱原発をするべきだと強く思います。
個人的には次世代のことを考えると今回の福島の件は脱原発を大いに考えさせられる
ことではあるが、国の方針を変えて行かなければ大変だと思う。経済にも影響が出る
と思うし災害の多い我が国では決して安全に安心して原発を勧めていけないと思う。
気持的には応援していきたい。年金生活で大変な状態で出資も協力出来ず申し訳ない
です。
福島の事故が起こる前から原発には反対でした。今の政権の下では原発推進で、あれ
だけの事故を起こしたのに、まだ尚原発の稼働にふみ切った事は理解できません。日
本では原発事故の真実はあまりテレビでも流していませんが海外では取りあげられた
りしているそうです。情けないのですが、人の命より自分たちの利益の方が大事なよ
うではがゆく思う今日です。
賛成
福島の現状、未来のこと、知らないことを伝えていく。
送電線の仕事をしていて、通常業務に加え、災害復旧など休みもなく働いている人た
ちがいることも知ってください。
脱電発の運動をしていくべき。
原発に頼らない発電をもっと国が推奨すべき。国や電力会社のシステムが変わらない
ことには厳しい。
正確なことが国民に伝わりにくい。
これまでの原発推進は日本の総合技術レベルの向上に役立っていると思うが、これか
ら事故ゼロは絶対にない。安全、安心生活の阻害要因は全廃すべき。
自然を利用したエネルギーの開発推進は急性の課題。頑張ってください。
火力を増やすとＣＯ2 の問題があるので心配。
脱原発は地震列島である日本では当然。東日本のようなことが再度おこれば、逃げ場
はない。放射能は遺伝子を傷つけ癌化もたらす。原発がなくてもみんなが少しでも節
電意識を持てば困らずに生活できる。廃棄物処理できないものを作ってはいけない。
売電を止めてまで玄海原発を稼働するのはおかしい。
賛成だが、少しは頼らないといけない気がします。
原発はコストが安いと言っているが、燃料を作る段階から使用後の処理に莫大な費用
がかかることが折り込まれていないこと。
自然災害、人為的災害による被害の大きさは福島第一原発が実証している通りで、際
限のないもので、原発は即停止、廃炉が必要。
脱原発については賛成だが、福島事故後、脱原発集会に参加したことがあるが、違和
感あり。檀上で話している人が恐かった。
東電の事故後、日本中の原発を止めて何か月間か国民全員が生活して、多少の不自由
はあってもやれたことを思うと原発はいらない。火力、水力、自然電力が割高といわ
れるが核の最終処理が棚上げられたまま、そして事故の時の不安がたまることがスト
レス。
ＧＣが自然エネルギーの発電所を現在こんなにたくさん作っているとは初めて知って
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驚きと共に嬉しく頼もしく思った。
原発による放射能被害、食べものに影響があるのはわかるし、原発はなくなっていい
と思うが、それに代わる電力はどこからくるのかわからない。こういう初心者向けの
説明会があればいいと思う。脱原発〜と掲げるより、未来ある子どもたちのために知
っていて欲しい知識、行動的な感じで案内を出したら参加しやすいです。
脱原発には賛成、ただし廃炉費用は国民が負担するのは仕方ない。
賛成だが、思うだけで実際に自分は行動していないので情けなく思う。地震に伴う停
電のニュースを見て、日本がいかにでんきに頼っているか実感した。
賛成。自然エネルギーで足りるよう心掛ける。
病気が気になる。
原発で利益を得ている人があるとすれば、問題です。
国が始めたことなので…
よくわからない。
今の日本で脱原発をすることが可能なのだろうか。
賛成。署名だけでは力にならない。他に方法は？
徐々になくす方法をみんなで考える。
原発のゴミを処理できないのに、これ以上稼働するのはおかしい。すべて廃炉。
国が脱原発を決めて、それで協力し合えることを願う。（2 件）
様々な意見をすべて公開してほしい。
賛成したいが、電気料金は安い方がいい。出資するほど料金が安くなるなどどちらも
叶えられるといいと思う。太陽光だけでは難しいと思う。
地震国に原発を建てた国の罪だと思う。
原発なしで経済発展を維持していけるのか疑問に感じる。
原発を全面停止した台湾はすごい国だと思う。国や政治を動かせる強い力があればと
感じる。
放射能被害を考えれば原発をなくしてほしいが、核のゴミ問題が解決されれば存続し
てもいいと思う。
「福島の今」を読み、福島の現状を知ることが出来た。脱原発は必要。クリーンエネ
ルギーの活用を進める必要があると思う。
考えていない。
福島の事故以来、脱原発を思う。どうしていいかわからないので、唯々節電を心掛け
ている。
原発は反対。その為の不便さや我慢は前向きに受け入れたい。
原発は大反対。その為には一人一人の意識改革が必要だと思う。
子孫のためにも原発は絶対反対。
震災後の原発事故を知って、地震大国である日本にたくさんの原発があることはとて
も怖い。原発をなくして自然にやさしいエネルギーに変えていくべきだと思う。
今年以上に今後、大災害が増えると言われている。今回の北海道で原発が止まってい
たのが幸いだった。福島のような原発事故がいつどこで起きてもおかしくない現状。
原発停止をすべき。
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福島の現状を皆様知っているし、これからもし原発事故等があったらどうなるのでし
ょうか。「福島の現状」を伝えること。チェルノブイリ原発事故が 1986 年に起きて以
来ずっと原発に反対してきました。とても不安で、グリーンコープでんきが出来てと
てもよかったと思っています。また、そのことを多くの人に伝えていかないといけな
いと思う。
原発の事故で福島の人たちは苦しんでいる。放射線の数値が高くて自宅があっても帰
郷できない人たちがいる。原発は 50 年ほど前に自民党がアメリカのいいなりになって
作ったもの。自民党の手ですべて廃炉にすべき。原発、これほど厄介なものは他にあ
るだろうか。
理想は脱原発だとは思う。実際に福島原発で働いていた人を知っている。震災により
家も職も失った。住民の安全はもちろんだが、働いている人たちの生活もきちんと保
障された上で、時間はかかるとは思うが、良い形で脱原発が出来れば、と、思う。
原子力発電所がある土地にはそれなりに国からの補助があったはずで、これのおかげ
で働く場所が出来、地元に残れる人もいたはず。原発はないに越したことはないが、
こういった背景もあるのではないだろうか。太陽光発電所の近くに行くと耳鳴りがす
る。電磁波も出ていると思う。目に見えないものは原発と同じで怖いと思う。風力な
ど、違うものに変えられないものか。
今、日本は多くの災害が起こり、原発も止めた方がいいと思う。しかし、補償金を打
ち切られた地方は財政に困るのではないだろうか。
核原爆被害国の日本こそ原発 0 を早期実現すべきと思う。
今すぐに原発をなくすことはいろいろな面で難しいのかもしれないが、将来に向けて
少しずつでも原発をなくす取り組みが進めば良いと思う。
脱原発 100%は大賛成。最近の裁判所の原発運転再開の判断には疑問を持っている。こ
れに続いて他の原発も再開の動きになるのではと心配している。日本各地に断層があ
り、その上に原発があることと、南海トラフ巨大地震も心配。原発再開には反対。脱
原発を望む。
脱原発には賛成だが、太陽光発電にも問題がないわけではないので、今すぐにすべて
をなくすことは難しいと思う。
1 人 1 人が日々節電をし、水力や火力発電に力を入れて、原発がなくてもすべての電
力を賄えるようにしていったらいいと思う。
原発はすべて止めないといけないと思うが、すでにどうしようもないほどのものが地
球に遺されてしまっている。高齢になっているが、次世代のことを考えるとただ悲し
さと無念を感じる。絶対に脱原発の実現を望む。
原発で福島の二の舞にはなりたくないので、便利になりすぎている分、節電を心がけ
ている。
脱原発は大賛成。事故や廃炉・廃棄物処理まで考えれば経済的ではないことも明らか。
結局は推進する人たちが最後まで責任を持たない仕組みが問題だと思う。
すべての人に、原発は無意味だと気が付いてほしい。
このアンケートは大変勉強になった。原発への恐れは十分持っている。大企業の力の
前に無気力になってしまう。裁判の判決でも、近頃は住民敗訴の例が多くなってきて
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いますので、若い世代の皆様、頑張ってください。政治が企業中心の世の中では脱原
発運動は難しいですね。
原発のデメリット。ひとたび事故を起こすとその害は何百年も続き「安価で便利」の
神話は一瞬にして崩れる。経済の発展ばかりに目が向いている現在、目の前の豊かさ
のみを考え、脱原発の覚悟がにぶる。脱原発の展望の議論が不足しているように感じ
る。
原発は危ないということは今や小学生でも知っている。現在の災害の状況などを考え
ると脱原発を進めていかなければ大変なことになると思う。
ひとたび事故が起これば大変なことになることはわかった。しかし、一概に原発を否
定することは出来ない。本当に原発なしで現状電気を供給出来るのか、電気が足りな
くなる方が不安。
脱原発とは言うものの、すべての原発をなくしても本当に大丈夫なのか。
原発をなくしても災害時なども含めて電力の安定供給ができ、自然エネルギー発電の
みで電力が賄えるのであれば、安全にこしたことはないので、脱原発には賛成。
国が本気で変わらないと脱原発は無理だと思う。人の命よりお金が大切という国を見
ているとがっかりする。
政府が変わらないと無理だと思う。
もっと国民の声が反映する日本にならないとだめだと思う。今の総理ではだめ。政治
の方からの見直しが必要だと思う。
原発には反対だが、いくら反対しても国が続けると言うので、どうしようもないと感
じている。
理解はしたいと思うが、国の問題とか、裏事情などがあり、難しくてわからない。
絶対反対だが、1 個人、1 団体が声をあげたところで簡単に覆ることではないように思
う。
家族に大手電力会社に勤務しているものがいるため考えたくない。
二酸化炭素の排出が今以上に増えないのであればいいと思う。
原子力発電は今現在は必要だと思う。日本での自然電力は無理だと思う。火力は温暖
化に拍車をかけるし、太陽光発電は自然や景観を壊すというデメリットもある。
原発にしろ、太陽光発電にしろ、自然災害で被害にあうことは避けることが出来ない
ので、世の中のことに関しては中立を守りたいと思っている。
脱原発には賛成です。
原発には反対ですが、今の政権下では難しいように思います。メディアで取り上げら
れることも少なくなりました。まともな議論が出来る政府・国会ではなくなってしま
ったので、まずは政権が変わってほしいです。
あとは原発なしでもやっていける現状と不必要さを正しく報道してくれるメディアが
どんどん出てきてほしいです。
ない方が良いと思う。
なければ生活に支障が出る可能性もあると聞き、不安。
原発を使わずに電気を使えればと思います。今、オール電化、スマホなど、元は電気
に頼った生活をしています。現在頼らずに私たちが生活できれば原発など必要ないの
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では。
それが出来ないからいくつも作っているんでしょ。
原発は佐賀と四国でもし何かあれば、福島のようになります。原発は無くしていくよ
うにしてほしいです。
今現在の生活環境の中での脱原発には無理があると思う。
素晴らしいと思う。支援したい！
皆で頑張って伝えていかなければと考えています。
全て自然電力になればよいと思います。
少しでも安全な方が良いので、原発に代わるエネルギーが出来れば、そちらの方が良
いとは思う。
大賛成！いえ、しなくてはいけないと思います。
私たちは長崎原子爆弾を知っている。放射能の恐ろしさを知っている。
私は有田〜武雄の間で、長崎の方向が何となく赤くなるのを母と一緒に見た。
国内にある原発の多さにびっくりした。
「新しく設置しないこと。再稼働しないこと。」を国の方針として取り組んでほしいで
す。
正常に動いていても、出るごみは長い期間放射能を放ち続ける。事故が起きたら収拾
もつけられない。そんな欠陥しかない原発は一刻も早く全面廃止してもらいたいと思
っています。
個人で頑張っても企業が原発に頼っている以上、何もならない気がする。
国会議員と電力会社との関係が利害関係で結ばれていると、脱原発は難しいかなと思
う。
国の政策を尊重する。
将来の為にも、未来の子どもたち、生命をもつものの為に、なくてもいいものだと思
う。
原発の不安はありますが、原発なしで今まで通りやっていけるのか？
賛成です。障害者の私は足、手が不自由です。佐賀原発がとても怖いです。
脱原発、生命を守らないとだめ！
福島の事を考えたら恐ろしいです。が、代替えのものが無いので脱原発！とは大きな
声では言えない…。
原発がすべてなくなればいいが、それに代わるもので発電力は満たされるのか？不安
です。
安全であること。安心して暮らせるエネルギーを考えてほしい。次の世代が安心して
暮らせる様に願っている。
反対の立場から、出来るだけ節電を心がけてはいますが、未だ、工夫が必要だと思っ
ています。新しく作るのだけは絶対反対です。
グリーンコープの組合員が運動を続けて、国が脱原発をしていく事を願っています。
脱原発が進んで、安心して電気が使えるように願っている。
視察訪問報告書を拝見して、今の福島の現状に驚きました。もっと正しく知り、行動
しないといけないと思いました。
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福島原発事故が何の教訓にもなっていない。一体国は何を考えているのか分からない。
核廃棄物の処理や廃炉についても問題は山積みなのに、まだ再稼働させている。
原発なんかいらない！
原発は人類にとっても、地球にとっても悪！ あってはならないものと思います。
それを作り利用してきた私たちは、それをなくす義務があると思います。
３．１１以後の様子をテレビや新聞紙上で目にするたびに心が痛みます。いかなる理
由があろうとも原発は反対です。
自然災害が毎年増えている中、原発の怖さをもっと知るべきであり、原発以外の電力
をチョイスする方法を啓もうすることの必要性。
後処理の事を考えると今が良ければいいという事ではだめだと思います。
災害などで原発が原因で二次災害が起きているため中止してほしい。
太陽光発電の場合直流の為、遠距離送電が出来ないと思うが？遠距離の場合送電ロス
が多い。
どの様なエネルギーでも使わないことが一番の基本であると思っています。節電する
事が大事。
脱原発はいいことと思うが、発電が高くなったり、足りなくては仕方がない。
原発についての知識、技術を捨てるのは、世界のどこかで必要とする所もあり、日本
にとってもいずれ必要をなることもあるのでは？
福島報告で福島の日常が分かりました。毎週注文書と一緒にたくさんの資料が入って
いますが、量と文字の多さからつい後回しになります。私自身現状が分からないので
福島の分 のように目で区別でき、出来れば大きい字で少しずつ分けて読めると良
いと思いました。脱原発集会に時々参加しますが、この行動も必要と思いますが、人
と話す時は視察報告が 忘れられない福島 を考えるいい方法かと思いました。
エネルギー資源の少ない日本で、もっと安定的に電力を確保できるまで原発は必要。
地球の環境を考えるなら脱原発は必要なのかも知れません。人間の力ではどこまで出
来るのかは限界もあることも…
地球規模で考えないといけない事ではないでしょうか？世界的に関心が薄いと思う。
日々忙しくて何とかしなくてはと思っていながらも、自然エネルギー発電の事を知っ
たり、脱原発のための自然エネルギー発電の電気に切り替える行動を起こしていませ
んが、このように提案していただきうれしいです。
原発の恐ろしさは分かりますが、実際に原発 0 でずっと今の生活が出来るのか？不安
です。
もっと勉強しなければ知識が不足しているので、ぼんやりとしか分かりません。
とにかく原発を止め、安心して暮らしていける環境が整う事を願うばかりです。
出来るだけ早く完全に脱原発すべきだと思っています。ヨーロッパなどでは自然エネ
ルギーの開発が政府主導でどんどん進んでいるのに、原発に頼り続けるなんて。
（福島
の事故があったにも関わらず）どこまで企業の利益重視なのか神経を疑います。
脱原発は必要と思うので、ソーラー自家発電にしたいと考えているが、経済的に難し
い。これから先、マンションやアパートや家を建てるときは自家発電を義務づけて税
金をその分安くするなどしてはどうだろうか、と、思う。
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発電量を増やすには各家庭の屋根等の太陽光発電が必要。なので、各家庭に太陽光発
電をつけて、原発に対抗する。発電量は原発にはかなわないが、本当にやめてほしい
が、どうすればなくなるのかわからない。
自然再生エネルギーについてももろもろの問題があるのにそれは言わず、いい事だけ
を言われても？（？…マークばかりです。）もっと全てをさらけ出した上で欠点として
解った上で決めたいと思います。
太陽光発電のパネルの寿命は２０年とききます。また、２０年後に廃棄物が増えるの
であれば、もちろん原発でなく地球にやさしいエネルギーを考えるべきだと思う。
消費電力を出来るだけ少なくし、原発での電気供給を減らすようにと意識はあります。
「電気切り替え」が何となく厄介な気がします。小さなことから取り組む姿勢には大
いに賛同し、参与していかなければと考えますが、行動に移せません。
脱原発には賛成。このアンケートを読んで、自分は知らないことが多いことがわかっ
た。
脱原発に賛成しているので、グリーンコープでんきに変えた。草の根の力で脱原発を
実現できたら良いと思っている。
先日、新聞に汚染水を海に流しだすと書いてあった。なのに国は知らん顔だ。今から
汚染の魚や海藻が大変なことになりそう、と思う。
小泉元首相に共感する。福島の汚染水の処理や原子炉材の保管場所が未定。
この問題はすぐには解決しない、難しい問題だと思う。事故が起きたら大変な状況に
なることはよくわかる。ただ、東京電力に務めている知り合いもいて、大変苦労され
ていることも知っている。再生可能エネルギーの普及を進めていけるようにしてほし
い。
クリスチャンなので、政治的なことに対しては中立でいる。
脱原発のことは現在、考えていない。
脱原発に賛成です。
原発はすべて廃炉すべきと思います。廃炉に必要な費用については国民の負担が伴う
にしてもきちんと説明すること。十分な理解を得て進めて欲しいと思います
脱原発そのものには賛成だけど、国の路線が変わらない限り無理だとどこかあきらめ
てしまう。
実現できたらいいが、現状は厳しく私が生きている間はとても無理だろう。
脱原発と思い大手電力会社をやめましたが、全電気会社が同じ送電線を使っているの
で、その中に原発の電気がはいっていますよネ。どうしたら良いでしょうか？
原発事故によって、日常生活がおびやかされるので、とても良い取り組みだと思いま
す。
原発には反感を持っています。いつの間にか水力・火力から原発に替わり、メーター
もスマートメーターに替わり被曝の可能性があると言われています。グリーンコープ
でんきに替えたらメーターも替えられますか。
原子力以外、国内の電力が供給出来るのであれば、原発はいらないと思います。
脱原発は必要だと思いますが、色々なしがらみで不可能なのではないかと感じていま
す。
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現状では無理
少しずつなくして、将来はなくなればいいと思う
他県に引越しても脱原発の思いは忘れない様に思います。個人的に勉強を重ねていき
ます。
脱原発には賛成ですが、自分から運動に参加するまでの意識を持つことができない
具体的に知らないことが多いので？？
確かに原発はなくなって欲しいと思いますが、止めたあとの問題もあるし難しいと思
います。
原発はなくしたい
脱原発でやっていけるのか。実現不可能では。
脱原発は必要と思う
新しい原発はいらない
自然エネルギーでも太陽光発電にも問題があると聞き、どれがいいのか分からない。
なによりも使う電気をへらせるような社会にしていくことが大切だと思う
脱原発を推進する政党に投票する
誰のための原発か？原発使用を続けるとどんな未来になるのかなどの啓蒙が必要かと
考えます。多少送電に制限がかかっても脱原発をして良いと思います。
できると思うが、国がどこまでやる気があるのかが問題。国民が一つになって国を動
かさない限り難しいかも知れない
４つのプレートがぶつかり合っている日本で原発を作る事そのものが、狂気の沙汰だ
と思います。現在の状況を見てもです。個人的にどのような努力をしてきたかと問わ
れると言葉がありません。裁判についても、産業廃棄物の処理という観点で何とか出
来ないのか・・・とも素人としては思います。
まず、電気を使いすぎる生活を一から見直したいと思う。
何万年かかってもゼロにすべき
特になし
原発はやめて欲しいと思います。日本は自然豊かな国ですので、その自然を利用した
発電を考えたら良いと思います。経済発展ばかりじゃなく、もっと人間らしい豊かな
気持ちで人生を送られる国であって欲しいと思います。
できるものならなくしてほしい。
安定供給のできる代替エネルギーがあれば良いと思う。化石燃料の地球上の残存量も
限られている。今の生活を維持して自然エネルギーのみで電気供給は困難な中、脱原
発だけすすめてどうするのか？
政府を脱原発の方向へ向かわせることは難しいが、あきらめずに声を上げていく事が
大事だと思っています。
安い電力を求めながら矛盾していますが、脱原発には賛成です
脱原発しか未来はないと思っています。
（自身の）経済的な選択とこの考えが相容れな
いことにちょっと苦しさを味わっています。
政治家が大きな要因。火山国であっても、認めて決定してきたのだから政治家の意識
を変える力が我々にあるのだろうか？三権分立が脅かされている今。
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役所が納得のいく様、くわしく説明してほしい
使う電気の元もですが、使う電力そのものを減らしても平気な世の中になればな…と。
ＥＸ）コンビニまぶしい！部屋明るすぎ、夜は早く寝よう…
詳しく知識は正直ありませんが、原発で困っている、悩んでいる等ニュースを聴くの
で、それがよくない事は分かります。同じ国に暮らす者として、他人事ではないと思
います。これを機に少し調べてみます。
原子力発電は反対ですが、電力の安定供給を考えた時、良い方法が無いのではないか。
原発は基本的に反対ですが、火力にかわるだけの問題も考えさせられます。最大の問
題は電力がたくわえられない事が問題と思っています。
反対ですが、電気がなくなったら不安です
当たり前に使って便利な生活に慣れてしまい、気付いたら不安な原発だけでした。し
てやられた気がします。もっと危機感を持ち、もしもの対応ができるよう工夫すべき
ですね（便利になれすぎてむつかしいかもしれませんが）
地震大国です。原発は不安です。
人の力で処理できないものを使うことは、地球を汚すことでそうしたくない気持ちが
奥にあるがムツカシイ
是非、脱原発について情報を広く発信していただきたい。
少しずつ減っていき安心した生活が送れる事を願っています。
原発を使用する事によって誰が得をしているのか、なぜ原発以外のものにしないのか、
誰が損をするのかを知りたい。それが止める力になるのでは。
自然エネルギーによる電気がよいとは１００％分かりますが、１歩進まなければとも
分かりますが、自分の中ではちょっともやもやが残る。
自然エネルギーの発電所が増えていくといいな・・・と思います。
将来的には原発を減らしていき（新規に原発を作らず現行の原発を寿命が来るまで使
い続ける）その間に自然エネルギー、大型蓄電池開発を進めていく。天候不良時、夜
間帯は自然エネルギーでは対応不可であり、ベース電源としてＣＯ２排出しない原発
は、現段階では必要。福島等の被災地域を見学すれば誰もが 脱原発 、 即・脱原発
と言うのは当然のこと。なぜ、原発が必要かの見学会や勉強会も行い、両方の意見を
聞いてから行動してもらいたい。片方だけ見て声を上げるのは、フェアじゃない。
福島県（浜通り）から転居避難してきた者です。脱原発については大いに賛成です。
そのような考えが広がることを期待しています。他の原発であのような大変な事故が
起きる前に何とかしてほしいです。
理想はその通りだと思います。しかし、今の流れにすぐにとは難しいと思います。
大規模なデモをして、政府に圧力をかけるなどして原発のような馬鹿なシステムはや
めさせるべきだ。
わが家は子供がいなく自分の残りの人生ですから応援をするだけですよね。
出来る範囲内ではあるが、脱原発に賛同し努力もしている。
徐々に脱原発の方向に進まなければと考えています。
最近九州で太陽光発電所を週末ストップさせるというニュースを知りました。需要が
供給を上まわると停電の恐れがある為ということですが、自然エネルギーの発電所を
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増やすべきという動きの中、おかしな話だと不愉快に感じました。
脱原発するべき。
電力関係の人に聞いたことがあります。
・太陽光は安定してない（基盤に安定した電力
が必要）
・今の日本の需要では足りない・脱原発にすると電気料金が高くなる。それで
国民は納得するのか。電気料金は上げるな原発はやめろ！！はできない・・・と。で
も個人の意見では被害にあっている人がいるので。もし自分におきかえたら脱原発の
がいいに決まっています。
絶対に原発は無い方がいいと思うのですが、他国の圧力や利権等で日本から原発がな
くなる事はないのではないかと・・・思ってしまいます。
日本のような地震が頻繁に起こる地形の国で原発は無理だと思います。今、停止して
いる原発の再稼働は絶対反対です。
脱原発はすすめていくべき。でも、安定供給は必須・・・太陽光、風力は不安定なの
では・・・。火力もＣＯ２の問題、原料の問題・・・水力も日本の狭い土地では・・・。
脱原発をするには安定供給できる方法を確立しないと無理なのでは？？むやみに脱原
発しても経済が・・・かといって原発に頼りたくない・・・難しい問題だと思う。
脱原発には賛成です。高齢者ですので世の中に上手についていけません。電力会社は
止めている発電所を次々に再稼働させています。危険は百も承知の上で地元は受け入
れねばならない事情があるのではないでしょうか。
原発０を目指したい！！
すべての発電所、特に原発は大消費地に設置すべきだ。特段脱原発でなくても良い。
原発は恐いとの思いはあります。
脱原発には賛成です。詳しく分からないので情報を得て勉強したいと思います。
無い方がベストですが、無いと経済や生活に影響が生ずるでしょうし・・・考え方と
実生活とは異なる。
太陽光で発電した電力の余りを貯める電池の開発が促進される事。
原発には深く色々な問題が入っている事は本で読んだり学習したりして知っておりま
す。日本の国全員の気持ちが一致して脱原発に向かうといいなと思っております。
脱原発にすれば、今の電力でまかなえるのか不安です。
脱原発には賛成ですが、デモには反対です。デモする時間があるならもっと他のこと
に使ってほしい。個人的にはデモに行く人は本当に自分の意志で行っている人ばかり
なのか疑問です。グリーンコープでんきへの出資金が「デモに行く人」の手当てにま
わされないか不安です。（デモに限らず政治活動には使ってほしくないです）
脱原発をした時に１００％電気が供給できる確証はありますか？理想論としか思えま
せん。
原発を使用しないでもまかなえるのだから使用すべきでない。人も風土も取り換えが
出来ない。
原発は結局高い電力であるということをもっと知らないといけないと思う。
はっきり言って原発に頼らなくても電力は供給できると思う。深夜営業のコンビニや
パチンコ店、ネオン、イルミネーションなど過剰な電力消費をやめればよい。地震が
起これば福島のように大変なことになり日本全土は汚染される。
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原発の事故の始末、廃炉の始末の難しさがあるので脱原発。子孫へ安全、安心を！！
自然災害、放射性廃棄物問題等どう考えても脱原発にいきつくのに、何故原発が存在
するのかが不思議です。自分が選んでいなくてもそういう政治家等の知識人と称する
人達が大多数をしめているようです。私はグリーンコープでんきから始めます。
天災の多い日本に於ける原発は無い方が望ましいのですが現状、代替エネルギーでの
安定供給が確保されなければ廃炉まで持ち込むには（原子力発電をやめさせるには）
相当の資金力と組織力（企業）と時間が必要だと思う。電力会社の原子力発電の発電
力量が民間の代替エネルギーが上まわらないと解決できないと思う。
脱原発もいいと思う。けど私個人としては原発あっての今の生活だと思うので・・・。
なかなか脱原発を・・・とは言えない。脱原発に対して不安もあるし・・・。
その方向で進んでいかないといけないと思います。
ずっと以前テレビ番組で、外国の話ですが（フィンランド？）温泉の地熱を作って部
屋の暖房などまかなっていました。日本は温泉国なのに、そういった取り組みはない
のでしょうね。（政府として）
原発関係で仕事をしている人の雇用をどうするのか示さないと、脱原発は無理でしょ
う。
自然エネルギーだけで電力がまかなえる事が出来れば望ましいと思います。
是非原発を止めたい。
原発がなくなれば良いと思いますが、代替物がまだ無い状態で日本の産業はそれで大
丈夫なのでしょうか。安易に反対できない気もします。原発推進派では絶対ないです。
リスク大なので。日本経済が衰退すればグリーンコープも困るのではないですか？
脱原発にしてほしいとは思いますが、これだけすべて電気に頼っている時代、脱原発
にして大丈夫でしょうか？
新しい原発の建設を中止する。古い原発は順次廃炉にする。
原発を停止させても、使用済み燃料（極の危険）の問題がある。福島では燃料プール
の冷却停止で爆発、死の灰を東日本に降らせた。なので、原発を「安全に」運転する
方がむしろ安全との考え方もある。いずれにしてもそもそも原発をつくってしまった
ことが最悪。これからは廃炉を着実に進めるしかないが、その費用も莫大。こうすれ
ばいい・との解は果たしてあるのか？
国の施策として脱原発を推進すべき。
原発のゴミ処分の行先も決まらないのに一向に止めない。安倍内閣がつまらない内閣
だと思う。すぐ止めるべき。安倍内閣はつまらん。
基本的に脱原発を支持している。しかし「現在の生活が不便（程度の問題はあるが）
にならないようにするには必要」と言われれば、そうかもしれないと思ってしまう。
本当におそろしいと思いますが、国があれほど強くおしすすめている原発にあらがう
ことができるのかという消極的な思いです。
原発は絶対廃止すべきだと思う。
テレビのニュースや新聞でほぼ毎日のように原発の話を目にしたり耳にしたりしてい
ますが、どこまで詳しく知っているか・・・私自身は自信を持って話せません。ただ、
今回報告書を読んでみて現状を知ることが出来ました。そこに住む方々の当たり前に
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生活していた日常を取り戻すことが１番の願いだと思います。人ごととは考えず、子
供のため、未来のためにも原発に頼らないエネルギーを進めていくべきではないでし
ょうか。
脱原発は大賛成です。日本は海にかこまれているのでアイスランドのように水力発電
はいかがでしょうか。
電力、送電の仕組みを女性が勉強して地道に結束して行けばどうかなと思っています。
わかりにくすぎる。
原発にはいろいろな理由で反対ですが、１番の理由は使用済核廃棄物の最終処理方法
がきまっていないのにさらに新設をしようとするなど、負の遺産を未来の世代に残し
ているところです。
小さな子供がいるので、少しずつでも脱原発に向けて一人一人が動いていけると良い
と思います。
子や孫達に負の遺産は絶対に残したくないので、脱原発に向かっていって欲しいです。
原発はやはり必要なのではないでしょうか。
水力地熱を利用して欲しい。太陽光は少し疑問。
頻繁に起こる地震に原発事故の恐ろしさをいつも思っています。私も原発には反対で
す。しかし、原発にかわる電気とは、そのしくみは、量は、電気料は、等々よく分か
らないです。これから関心をもって勉強しなければと思っています。
地球上から原発をなくさなければならない。特に自然災害多い日本、廃棄物処理もで
きない。即脱原発するべき。原発関連の人々は廃炉事業に全力を上げて欲しい。経産
省政治家は何を考えているのか！
地震国日本はどこも危険と思われるので、脱原発に賛成です。
日本中から原発をなくさないといけません。この災害列島の中に５４基もの原発があ
るのは狂気そのものです。再稼働を許さない事。運動をもっとアピールする必要があ
ります。
政府が脱原発の方針を持ち、自然エネルギー等に切り換えていけば実現すると思いま
す。その様な政府に変えていく為には世論の力と選挙で議員を選ぶ。
上記（問９の自己完結型の方です。）のようなことをやっていけば少し時間はかかると
思うが脱原発へ向かうのではないかと思います。
脱原発について、意識がうすらいでいた自分を反省しています。日常生活を守るため
に本当に必要なことだと感じます。
原発にたよっている割合が大きい為。原発に見合うくらいの電気の供給作りをしない
と移行は難しいと思います。
原発は無い方が良いと思うが、一方で雇用の問題も解決しないと難しいのかも（原発
でうるおっている地方もある）
グリーンコープさんの考え方には大いに賛成です。
完全０よりも有効利用もあるのでは？
世の中、お金を持っている人の意見が最終的に通るのだなと思います。お金を持って
いる人が少しでもまともな考えのもとの言動をしてくれたら、原発に限らずもっと世
の中が良くなるだろうに・・・と思います。
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すぐには無理でしょうが、少しずつ減っていき人にも地域にも優しい未来が来る事を
願っています。
原発はなぜ必要？その準備段階から幾多の人々が被曝しその事実をガンジガラメの手
を回し秘密裏に処理し、なきものにして造り上げる意味どこにあるのでしょうか？東
北の事故後子ども達の体にやきつけられた被曝状況はいつのまにか忘れさられなかっ
たものにされています。もうこれ以上の原発はいりません。本当の事。実状を知って
前にすすみたいものです。
脱原発は必要だと考えている。国として早く実行する方向で行ってほしいと思ってい
ます。今のところ他の電気に変える事はしない。
原発は必要ないと思う
原発には反対です。先々自然エネルギーと言われているものに切替えられたら良いと
思います。原発は事故があれば色々大変です。あとかたづけも何十年かかるか判りま
せん。
それによって、社員の方など働き手の方は困ると思う。しかし、以前の天災等によっ
て被害の可能性がある原発はなくなってほしい。ほとんどの人達は自分の住む地域に
原発を作るといえば反発すると思う。
原発が安全に取扱いできるように技術が進んでならないだろうかと思う。世界中にあ
ることを思うと。
実現すれば良いと思います。
よく分かりません。
原発は問題が多すぎます。先の事を考えると恐ろしいです。脱原発に賛成です。
脱原発で全国今までと同じかそれ以上に安定した電気の供給が出来るのか。デメリッ
トはないのか？
不安をかかえながら子育てをしている方達にとって先の不安は計り知れないと思いま
す。又、事故後の福島原発の処理も思うようにいってない現況を見るとなぜ原発がや
められないのかと思います。
脱原発希望です。福島のことも未解決なのに未だに推進しようとする国の方針はナン
センスです。
グリーンコープ組合員の活動に感謝します。
自然エネルギーだけに頼るのは少し不安です。今、天候が昔と違い非常に不安定、異
常気象が続いています。原発は「負」の部分大と分かっていますが、自然エネルギー
が安定的に供給できるかどうか？
原発は悪ではないと思っています。
危険なものは使用したくないし、子どもからは遠ざけたいと思います。が、実際は原
発なしでは回らない世の中も事実です。みんなが安心して暮らせるように国会等でも
取り扱ってほしいなあと思います。
政権がかわらなければ難しい。選挙で投票しない人がいるのが不思議。意志というの
であれば投票所迄行き、白紙で出すべき。
電気がないと何も動かない時代です。実際この夏も最近も原発が動き出したから補わ
れた電気もあります。危ないとはわかっていても、私達が必要としている電気、国も
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動かざるをえないところもあると思います。子ども達のためにも、クリーンエネルギ
ーに少しずつでも変わっていくことは望んでいますが、今すぐどうのこうのは無いと
思います。
大きな自然災害が多発している現在、再び原発事故が発生しないという保証はない。
即時廃炉すべき。将来ある子ども達にも、責任があると思います。もっと国に訴えて
いくべきだと思っています。
脱原発、賛成です（他 1）。天災の多い日本では特に危険。
脱原発には賛成ですが、グリーンコープでんきに切り替えるのとは、ちょっと違う気
がします。
福島の原発事故が起きてから、原発の危険性が明らかになり、脱原発の方向をめざそ
うとする人が増えてきたように思います。一人では、何もできないけれど、自然エネ
ルギーの発電所を作る動きに賛同して、原発に頼らない電気を利用していきたいと思
います。
脱原発には大賛成
脱原発は将来安心安全に暮らす為に必要なのでこれからも活動を続けていただきたい
未来に核廃棄物という負の遺産を残すことを考えると今すぐにでもなくさないといけ
ない
国は再生可能エネルギーに切り替えていく気がないのか、民間に丸投げしているよう
に思える。
原発に頼らない発電を増やすことに努力することは大切
知らないということは怖い
基本的には脱原発には賛成だが原発を止めてもその後残った施設を処理する技術も止
まってしまうのも心配
原発は今は必要（今は原発に賛成）
グリーンコープでんきに一人でも多くの方が利用して欲しい
自然電力で全てが補えるのであれば一番だと思う
現在の料金体制を維持するのに原発は不可欠
全てのことにおいて事故が起こらない訳ではないので道具に頼る以上覚悟は何かしら
必要
原発反対の中で政府も電力会社も無責任だ 政治に対して不信感がある
地震の度に原発の不安があるので原発はやめるべきだ
将来的には原発に頼らない形が実現できれば
脱原発ができるのなら未だに進まないのはなぜか
容易な脱原発には賛成できない。再生可能エネルギーのみがクリーンで美しいように
言われているが沢山の問題点がある。北海道のブラックアウトの事象からも今の電力
供給の現実が読み取れる。双方のメリット、デメリットを冷静に考えていくべき
脱原発は良い事だと思うが具体的に身近な問題として捉えられない
災害の多い日本では原発は無い方が良い
原発は後始末が出来ない
世界的にも自然エネルギーへの移行が進んでいるのに日本は経済性ばかりに捉われて
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いる
出資金は寄付ということか？出資した場合どんなメリットがあるのか知りたい。
全てを自然エネルギーにすることは不可能
太陽光のみとかより火力・水力など自然を利用する発電も必要
自然エネルギーが良いのは分かっているがすぐではない
国民が自民党（安倍政権）を支持する現状ではどうしようもない
個人・家族単位で自分で電気を作れないかと思い屋根にソーラーパネルをつけたが災
害時心配
地震があると原発が心配
原発が停止しても困らなかった。日本は人口が減少する中、エネルギーの使い方を考
えていかないといけない。
原発を頼らず電気が足りるのであれば脱原発はすぐにでもして欲しい
日本は地熱・風力・水力と自然エネルギーに恵まれているのに原発があるのは国や政
治が悪いからだ
脱原発は大切だがすぐには難しい
原発事故が二度と起こらないよう原発に反対。出資から始めたい。
戸畑駅前で脱原発を目指す戸畑の会として署名活動を続けている。平日は５時半〜日
曜祝日は１２時から。７年続けている。協力して欲しい。
原発を優先し自然エネルギーの出力制限を行うのはおかしい。
原発事故は人災。人間と原発は絶対に共存するべきではない。
脱原発において関心の温度差を痛感。社会全体において脱原発の方向には進んでいる
ようには思う。
小水力発電に注目している。
グリーンコープの思いはわかるがおしつけがましい電話は辞めて欲しい。
自然エネルギー業者より売電を止められた。核のゴミは核戦争にすぐ参加できるとい
うこと。地球に核のゴミを残すのは未来の子ども達が心配。
別にありません
地震、台風、豪雨など、年々激化していくので、水力発電、太陽光発電、火力発電で
も何かしらの弊害はあるのかも知れない。しかし原子力発電は、被爆という目に見え
ない弊害があるので怖い。
大手電力会社太陽光発電の出力制御をしているが、まずすべきは「原発から出力制御
すべき」と思う。
特にありません
脱原発は賛成です
良いことだと思います。
脱原発は理想ですが、今の時代それだけで本当に電力が賄えるのか不安です。
やはり原発はないに越したことはない
原発は安い、環境に良いと言ってはおりますが、いざ、想定外といい、災害にあった
時は人に与える害、金額、後始末は何年もかかる訳ですから、絶対にやめなければ。
先の台風の強大化などにおいてもです。
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やめるべきと思います。温泉熱発電所をもっと作ってほしいと思います。グリーンコ
ープにお勤めの方に「あなたは入っていますか」と伺ったら入ってないとのこと。何
かあるのかな（上記以外）と思ってやめました
大賛成です
原発がなくても電気量は大丈夫ではないかと思います。ニュージーランドのように地
熱を使う道もあるのでは
矛盾していると思います。脱原発は必要と思い、原発を進める大手電力会社の電気を
使っている。でも、原発は減らすべき。無くすべきだと思います。
脱原発には賛成です
原発はやめるべきだし、必要ないと思う
これだけの電化製品あふれていて、電磁波にもみくちゃにされ、年々、気温が上がっ
てエアコン必需品（２４時間）になり、また、使用量増えるから気温が上昇、いろん
な不安感が原発をやめられないことにつながっていますよね。私たち世代は年をとっ
ていくし、電気だのみで戻れなくなっています。
伊方の再稼働の件に驚いた。

問１１脱原発を実現するため「グリーンコープでんき」の利用者をふやしたいと思います。
どうすれば「グリーンコープでんき」の利用者が増えるでしょうか?














利用者が増えるためには料金が安くないと無理だと思う。
料金を原発未満に下げること。
グリーンコープに加入されていない方へ声をかけグリーンコープでんきについて伝え
ていくべきだなと思いました。
いろんな催しものや、展示会、スーパーなど、グリーンコープ会員以外の場所へ行っ
てチラシや（福島の現状など）を配って多くの人たちに知っていただければと思いま
す。しかし、現実、脱原発と言ったらテレビに出してもらえない。なかなか取り扱っ
てもらえないかもしれません。
認知度がまだまだ低く、ついつい大手の電力会社と契約してしまう。グリーンコープ
でんきの使用をマンション・アパート契約時に不動産等にすすめてもらう。
脱原発＝「グリーンコープでんき」ではないはずなので、
「グリーンコープでんき」の
利点だけをもっと説明すればいいのではないでしょうか。
料金の比較などを分かりやすく示す。
グリーンコープのやるべきことを貫く。食べて応援！的なことはやめる。福島でおこ
っている本当のことを具体的に示す。国の汚いやり方に屈することなく独自の方法で
原材料の表記、ＧＭＯに関する表記を明らかにしつづける。
問９のようにいまはまとめていくらというのは問題をわからなくしている。またグリ
ーンコープ会員を増やさないと（会員しか利用できませんよね）いけません。私たち
ひとりひとりががんばることでしょう（自覚！）
良いと思えば何も言わなくても利用者は増えると思う。声を上げすぎても叩かれるこ
とがでてくると思うので、自分達が良いと思うことを地道にやるのが良いのでは？福
島視察訪問報告は、ニュース等では知りえない住民の生の声を知れて良かった。
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事故の情報や事故後の情報を世間の人にもっと知ってもらう。
「グリーンコープでんき」に切り替えることはとても簡単にできることと、脱原発の
実現をめざすことはとても大切なことなのだということを、わかり易く伝えていくし
かないと思います。詳しい文章が届いても関心のない人は読まないので。わかり易く、
繰り返し伝えるしかないと思います。
講演会をして原発の恐ろしさを伝えグリーンコープでんきを知ってもらう。
切り替えして一生大丈夫な保証、確実性があれば…！
この情報をもっと拡散したら良いのでは。そして、私も身近な所からこの事を伝えて
いきたいと思います。分かりやすい（見やすい）Ａ４一枚くらいのリーフレットのよ
うなものがあれば説明しやすいので助かります。
グリーンコープ利用者でない人にもチラシを配布するのはどうでしょうか。
結局は利用料金を下げることでしょうがそれがむずかしいのであればグリーンコープ
利用するにあたって特典やクーポンの発行等、関心を高めてくださる様な、おまけ的
なものを付けて頂いたら…と思います。
ＳＮＳで発信して、若者や若い家族に福島の現状を訴え続け、脱原発へと導く道を作
り出す。
グリーンコープの主旨に賛同する経営者を仲間にして利用者を増やしていく→料金を
下げたら個人利用者も増えます。出資には配当を考えてほしいです。
家を買う・建てる・借りる時に契約する時に入れるように提案できないものか…不動
産屋さんとかと手を組むとか？
お得なでんき料プラン。廃炉に向かうための国への働きかけ、その後の物質をどうし
たら良いかなどの提案。
たとえば災害が起きたとき、停電したりした時はどうなるのかもっとくわしく説明が
あるといいなと思いました。
グリーンコープ役員で考えるべき事。利用者に負担を負わせるな。
何かしら、グリーンコープ加入者とのセット料金や割引きに勝るものはないかと…
皆に知ってもらうこと。この活動を知らない人が多い。知ってもらい「安心・安全」
を確認出来たら（私も含めて）増える可能性があると思います。
新聞の活字よりマンガでみやすくする。小学校などで話す。高校の学祭などでイベン
トするｅｔｃ…
メリット、デメリットはっきりさせる。切り替え方をくわしく説明。
デメリットが一切載っていないのはおかしい。電力を多く使用している企業にはどの
ようなはたらきかけをしているのでしょうか。
長期の確実な見通しを示して欲しい。（良い所、悪い所すべて）
グリーンコープがなぜ脱原発をすすめたいのか、ＴＶのＣＭでも伝えたらよいのでは
ないかと思います。
切り替えたら料金が高くなる人はなかなか難しいと思います。切り替えても料金が変
わらない人から話しをしていくしかないと思います。このアンケートを有効に活用し
て下さい。よい試みだと思います。
まず「グリーンコープでんき」がこの様な運動をしている事を始めて知りました。広
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告等で周知徹底させる必要あり。
大手電力会社の充電制限策は納得できないでいます。原発充電量をこそ減らすべきな
のに、制限するのがむずかしいからという見解はへりくつだしせっかく太陽光発電量
が増えているのに、抑えようとしているとしか思えないけど、政府の政策である限り
グリーンコープ発電をふやすのはむずかしいと思えます。
組合員以外にも利用者をつのる。電気専用組合員など？
料金が安く、安定供給が１００％保証されること。手続が簡単であること。工事不要
であること。
このように取り組みを周知させる活動が効果的だと思います。
グリーンコープに入っている人しか契約できないのか否かが分かりにくいと感じます。
組合員でなくても契約できるのであれば増えるのではないでしょうか？また組合員だ
と割引があれば更に増えると思います。
夫は余り興味がない様です。男女共ですが脱原発に対する考え方を喚起する事が大事
なのでしょうね。
(その他）これとは関係ありませんが長い間グリーンコープを利用させて頂いています
が最近色々な活動を幅広くしている事に時々疑問をいだきます。特に補助金を出す活
動についてはどうかな？と思っています。
宣伝が必要。宣伝が足りない。
料金が安くなれば。
電気代も上がらず、事故や問題が起きた時の対応が早ければ、安心感が生まれるので
利用者が増えると思う。
周知されていないと思う。
わからない。
未来を築く子ども達に理解してもらうため、サイエンスの専門家（でんじろう先生）
に来てもらって授業のイベントを行う。
託送料金の中の原発に関わる費用を払わずに済むのなら、利用者が増えるのでは？
グリーンコープの中だけでは増えないと思う。
グリーンコープでんきに切り替えた人の使用状況が聞きたい。
グリーンコープ利用者以外からの受付をする。
わかり易く端的に伝える。
口コミ
ＣＭ（芸能人、明るいイメージ）
新聞広告
広報活動で伝える。
脱原発に反対
組合員を増やすこと。
知名度が低いと思う。手続きの仕方を直接教えてもらいたい。
脱原発＝グリーンコープでんきとは思わない。
脱原発と言うと、原発があってもいい派と対立すると思うので、
「自然エネルギーを使
おう」の方がいいと思う。
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電気料金をもっとＰＲする。
グリーンコープでんきに不安がある。
丁寧に話をする。説明会を開く
利用料金を大手電力会社と同じくらいに下げ、沢山の人に利用してもらう。
手続きの簡素化
インスタなどＳＮＳでアピールする。
脱原発への意識改革をする。
メリットとデメリットを簡潔に伝えて欲しい。
確実な電力供給とグリーンコープでんきの内容を一般に浸透させるようにする。
イデオロギーを超えて偏らないように気長に広める。
発電所から送電線、それらの管理まで全てできるようになればよい。
明るく伝える。
グリーンコープの利用者でなくても何か一定の条件を満たせば加入できるようなシス
テムを作り、新聞等で呼びかける。
原発の怖さと、電力が供給できるということを、もっと知らせることが出来ればよい
と思う。
みんながグリーンコープでんきの詳しい内容を理解していないと思う。まずはみなさ
んによくわかってもらうことが最初の取り組みだと思う。
チェルノブイリの今の現状、福島で苦しんでいる人を多くの人に伝えること。自然エ
ネルギーのことを多くの人に知ってもらうことしかないと思います。認知度が少ない
と思う。グリーンコープでんきを組合員以外の人でも利用できるようにできたらと思
う。
グリーンコープでんきに切り替えることのメリット(出資金も含め)の説明を明確化す
る。
最初の一歩(手続き)が必要なだけで現在の生活は何一つ変わらないということの周知。
ただそれだけで脱原発の一歩になるということをもっと伝えていけたらと思う。
一度は検討したが料金設定などが難しく、結局大手電力会社を使い続けている。また、
原発のしくみ等、知らないことも多かったので、まずは知識を広げていくこと。そし
て、料金に対しての情報の有無は大きいと思う。
料金を安くする。
割引を付ける。
セット契約割引をつける。
オール電化向けの料金プランを作る。
オール電化からの切り替えのシュミレーションを具体的に示してみる。
B.C 以外の契約でグリーンコープでんきに切り替えたらどのくらい上がるのか示して
いただくと、許容範囲かそうでないか判断できると思う。
各組合員に現在の電気使用料のお知らせを提出してもらい、グリーンコープでんきに
切り替えた場合のシュミレーションを出し、検討してもらう。ただし、この方法は時
間と人のコストの問題で難しいとは思う。
子どもにもわかるくらいの端的な説明。(このアンケートは良いと思う。)
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個別の声かけ。脱原発に関心のない人も安くなるなら利用するのではないか。
内容を多くの人に理解してもらうために、広告やテレビＣＭなどメディアを利用する。
ただ、膨大な経費がかかりそうなので、良し悪し。
知り合い同士の集まりの時などに口コミで伝える。
組合員にはこのようなアンケートは利用増に結び付くと思うので、グリーンコープの
組合員以外にも知らせたら利用する人はいると思う。
電力が安定供給される、という明確な情報の発信。
みんなが脱原発を実現したいと思ってくれるようになったら。
切り替え方法を明確に教えてほしい。
自然エネルギーの方が良いのは分かっているが、料金のことも大事。料金についても
明確になると利用者も増えるのではないか。
クリーンエネルギーの発電や供給の全体像の認識が不足しているので、情報を発信し
てほしい。
内容をよく理解すればもっと増えると思う。わりに高齢の方が多いので「面倒」では
ないか、簡単であることを伝える。
現状を知ってもらうこと。
現在自分が入ろうと思っていないので、考えられない。
スマートメーターに代わる安全なメーターを採用することは不可能なのだろうか。も
し無理ならせめてメーターの場所を家から遠くしたり、工事費用をグリーンコープで
んき側で持つ、など。
小泉元首相に応援してもらう。思えない。
新しく切り替える時は何でもそうですが、迷うと思います。でも一人の一歩なので、
やり続けることでみんなの意識が変わると思います。やはり発信していくことかな？
と思います。
料金が安くなるといいと思う。
セミナーみたいな説明会をする。
「グリーンコープでんき」という名前は何度も聞いていて、原発に頼らない電力とい
う事は伝わっていますが、具体的にどのような手続きをして、どのようなプランがあ
って、どの位の電気代になるのか… 一番知りたい所が分かりません。
「スタッフに相談して下さい」だけじゃ誰もしないと思います。
テレビの力を利用するとか。
増えてしまってパンクすることは無いですか？
発信してそれに同意できる人が利用すればよいと思う。（色んな考えの人がいる為）
組合員だけでなく、ＣＭや新聞広告、市報などで広告しては？
手続き等を簡単にしてくれれば良いと思います。
地道な PR。
知らないことも多かったので、いろいろな事を少しずつ教宣してほしい。
少しずつあきらめずに伝えていく事だと思います。
個人それぞれの思いがあるから、分かりません。
現在家族内で共有するサービス（通信会社など）が、グリーンコープでんきに切り替
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えても同等の利点があればよい。
高いイメージがある。勉強会へ出席しやすいチラシ作りなどで組合員を増やす。
学習会などの開催で、先ずは「グリーンコープでんき」とは…を知ってもらう事から
入るのが大事かも。
「 グリーンコープでんき」って何？と思い、それで終わってしまい、
長年頼っている大手電力会社で落ち着いてしまうから。
今と同程度の料金で利用出来るのであれば利用したい。
子どもたちの現状、未来に向けての気持ちなど、ソフトな言葉も取り入れた宣伝も有
ると心が入り易い様に思えます。
電気料金が安いという事。且つ安全であるということ。
Ｆコープもテレビで伝えている。
原発の危険をもっと皆に知ってもらう。
供給の安定性と料金体系。
子どもがいる家庭に働きかけて、いのち、緑豊かな幸せな生活が続くように、願いを
込めて親に話す。
安定供給の自信をお持ちですか？不安です。安定供給が一番だと思います。
脱原発をもっと国中で声をあげていく。
原発の地元の利益と被害の間でどうしても揺れてしまう現実がある。
以前の大手通信会社の独占と変わらなく、時代が追い付いていない。他に数社、今に
なって多種業者が増えたのと考えて、CM の必要があると思います。
脱原発についてもっと勉強したいと思っています。
知らない人が多いのではないでしょうか。初めて知りました。
電気の営業部を作る。
切り替えても負担額が増えない事。
いざという時のケアが可能かどうか？
原発がどういうものかを知る機会がなく、危険性についても具体的に良く解からない
のではないかと思います。電気の小売りが実現し、電力会社から買わなければ原発の
電気ではないと思ってしまう。知識を得ることが大事。まずは地域委員やイベントに
参加する人を増やし、情報を共有することが必要かと思います。
突発的な事柄が発生時、どういう【即対処】が出来るか？ 自然災害時のニュースを
見て、困っている皆さんの生活を知り、
【電気と水道】の復旧は【早急】が必要と思っ
て。
【想定外でした】等の返事聞きたくありません。
グリーンコープでんきの事を知らないからと思います。
原発の恐怖。コストのかかる事などの説明をする。
このアンケートで、
「そうなのか〜」と知ることが出来ました。仕事に追われて、地球
の事をゆっくり考えることもできなかったなと生きざまを反省してます。
①デメリットの有無。②将来に亘っての安定性を分かりやすく説明した説明書（ﾋﾞｼﾞｭ
ｱﾙ的に取っ付き易い物）の配布。本当は今より安くなれば（期間限定でも）増えると
思う。
意識の差があるみたい。
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もっとグリーンコープでんきのプラス面を簡単に説明。字も大きくしてくれたら読む
機会も増えるかも。
自然エネルギー発電で加入者すべての電力が作れると分かれば増えるかも？
対人との話題で「脱原発」は一度もありません。国民全体的に関心がないと思う。
まずは原発の脅威の認識を広める。
何度も脱原発の必要性を（問題点を）今回のような分かりやすいチラシで繰り返し伝
えていただく。その都度に考える人がいるのでは。私も前回事業を知り、呼び掛けを
待っていました。
グリーンコープでんきの加入者がその良さを伝えていく事だと思います。
（口コミしか
ないと思います）
もっと内容を詳しく理解出来るよう、多くの人に説明してほしい。
料金が少しでも安くなると考える人も増えるのかな？と思いますが難しい一面もある。
手続きを簡単にする。
電線を地中化する。
グリーンコープでんきの発電方法の「良い部分」だけでなく、
「悪い部分」もみんなに
伝える。
具体的に試算して将来性があることをアピールする。
グリーンコープを利用していても、忙しくてチラシをゆっくり見ることはなく、でん
きについて詳しく知る機会がない人が多いと思う。お金はかかるが、TVCM 等でこの
資料のような内容を見ることができると主婦の目に留まることもあるかと思う。昼食
時に TV を見る方は多いと思う。時間はかかると思うが、もっと PR が必要だと思う。
わかりません
大手電力会社から切り替えた場合の具体的なメリット、デメリットがあればそこをし
っかりわかるようにしてもらえれば検討する（過去にしていたらごめんなさい）
まだ身近なものと捉えられていないと思うので、近くの原発所が被災した時の風向き
等を考えてのシュミレーションを図に表わしたら如何でしょうか。
「グリーンコープでんき」にした事によるデメリットが理解出来ていない為、不安が
先にきて一歩ふみ出せずにいます（問 9 に対する答えになっています）
組合員等への周知徹底をはかる事が大事だと思います。
不安の解消ができるよう質問をうけつけて解答をくわしく公表されるといいかと。
このアンケートはイメージダウンになっています
オール電化のメリットがあると良いが、なかなか難しい…。
？（？のみの記入）
周知させるための努力をすべきだと思います。
このアンケートでも知らないことが多かったので、もっと知ってもらうことができれ
ば利用者が増えると思います。
費用
料金が安くなること
出資者割引き等の実施？大手電力会社などが持っている送電線を自由に使えるように
なったらいいと思います。
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CM でのアピール
新聞のチラシ
自分自身もまわりの人を説得できていないので・・・。日常的に様々な機会に周りの
人々には原発そのものについての話はしているのですが、その先がなかなかです。
グリーンコープでんき・大手電力会社・ガス会社の料金体系、仕組、将来性、安全を
含め国の方向…？よく判らないのが現実
電気料金が大手電力会社と差が無ければ利用者は増えると思う。
脱原発ばかりうたわないこと。１つを悪にしてキャンペーンすることは一見良さそう
だが結局何が良いのか分からない。
原発の怖さ、知られていない福島の現状、そしてグリーンコープが原発フリーの電気
を作っているということをもっと多くの組合員に知らせていく。
やはり一番は電気料金の問題。現行の料金決定の仕組みを国のレベルから再考するよ
り仕方ないのでは。
グリーンコープでんき利用者の増加が脱原発に本当に繋がるのか？疑問です。
もっと多くの人に知ってもらうべきでは。
グリーンコープでんきを知らない方が多いと思うので、アピールが大切。もっと多く
の人に知ってもらいたい。
グリーンコープでんきの内容がよく分からない。自然エネルギーとは？それが良いも
のなのか、どうやって発電されているのか、自然に負荷のない物なのかわかりやすく
なれば。
原発からの電気を使わなくなる（利用者が減る）→原発の需要がなくなれば…→原発
もなくなる日が来るかもしれないですね。
電力の質を維持して、かつ安定供給の方法があれば分かりやすく説明してもらうこと
が大切と考えますが。太陽光（建物の上だけ）
・地熱（地熱の新開発は問題あり）風力？
海洋？クリーンと必ずしも云えないし。どうすればよいのでしょう？？
まじめに考えたらむつかしい。もっとうまい説明はないものでしょうか。
一点集中型（今回の北海道の件）がいかに不安定なものかを知っていただき、今後ど
うすべきか問題提起をしていくしかないかもしれませんね。でも以前より関心を持ち
始めている方が増えています（私の周り）
でんきの問題が話題になった時、すぐに手続きをしたんです。現在８２歳、先の事を
考えるとこのままで行きたい。
グリーンコープの取り組みを発信していくことが大事だと思います。
現在の電力からグリーンコープへの手続きが簡単でメリットが多くあれば増えると思
います。
真実の公表。
グリーンコープでんきがあるということを色々な方法で知らせていけばと思います。
インターネットで分かりやすい解説ビデオを配信する。
もっと若い方中心に何か出来る場を作ってみたら・・・と思います。
頑張ってください。
電気料金をどうやったら下げられるかにかかっているでしょう。
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もっと多くの人にアピールできれば。
何らかの宣伝を多目にする必要があるのでは？そして、金銭的メリットがあれば効果
的では！！
詳しい説明。
大手電力会社との比較料金表を作成し、同じか少し安ければ皆考えると思います。＋
安全。難しいと思いますが。
分かりやすく説明を行い、今現状の電力会社よりも少しでも価格を下げるといいと思
います。
しっかりした料金プランや他社との料金比較。
現在加入出来るのはグリーンコープの組合員のみでしょうか？もしそうであれば、組
合員以外も加入できるようにしたら少しは増えるのでは？（グリーンコープの商品自
体は興味ない。でも脱原発は賛成など）
月々の料金が安くなると分かれば利用者は増えると思います。
もっと世間にアピールすべき。知らない？とか大丈夫かなど不安をとりのぞく何かが
ほしい。
知らない人にきちんと説明してもらうことが大切。
急には難しいと思います。地道に原発の危険さ、原発のコストが高いという事実を知
らせていくしかないと思います。
どれだけ安心して電気が使用できるか。
若い人に原発の怖さを知ってほしい。アナログだが立て看板なども多くの人の目にふ
れるのではないでしょうか。
国民ひとりひとりがもっと真剣に脱原発を考えないと電力をグリーンコープでんきに
しようという流れにはならないだろう。
原発の長所（クリーンエネルギーが得られる）と、短所（事故対処の難しさ、生物へ
の汚染）を理解してもらう。
グリーンコープ組合員が４０万人くらいと思われます。全員が「グリーンコープでん
き」に加入されるとは思われません。年金世帯で高額の増資には参加出来ません。組
合員以外、外部団体等に呼び掛けして脱原発の輪を広げる活動をされてみてはと思い
ます。
なぜグリーンコープが電気までもするのかわからない。あまりにも色々な方面に手を
のばしすぎでは？
広告をたくさんする。目に見えるように宣伝する。
自然エネルギーだけでやっている他国の状況をよく知る。
廃棄時自然破壊を起こす。太陽光発電に反対なので（設置すれば自然につながります。
山崩れも起きやすい。台風で飛んで行ったりして被害が出ています。）グリーンコープ
でんきに賛同出来ません。安易に考え、グリーンコープが利益を上げたいのかと思え
てならない。誰にも勧める気にはならない。出資金の無駄使いです。もっと考えて欲
しい。
資金の配当を明確にする事。②太陽光発電は大手電力会社の都合で買取を中止するの
で大掛かり設備は出来ない。太陽光発電の余った電気で水素ガスを製造する設備を建
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設。水素ガスを大手電力会社にエネルギーとして売る。
大手電力会社より格段にいいメリットの明示。
一人一人にやはり地道に説明していくべき。
安全（脱原発等）のためなら、自ら経費を負担できる人以上に増やすには①低価格②
安定供給の信頼が必要と思う。
今までにも多く資料を配られていると思いますが、忙しい中つい見ないままにしてお
りました。短時間で読める短い文を少しずつ配布しては。
漠然と「大丈夫なのか」
「なんだか不安」と感じているところがあるので、もっと啓蒙
活動を行う。
どの料金プランでも切り替え前後で料金の差がでなければ利用しやすくなると思いま
す。
急に増やしていくのは少し難しいと思いますが、今回のように定期的にでも報告書や
アンケートなどで情報を発信し続けることが大切だと感じています。小さいことから
コツコツと続けることが大きな力になっていくのでは・・・と私個人の思いです。
グリーンコープでんきがあることをもっと多くの人に知らせたい。
知名度と説明。
ＨＰやＦＡＣＥＢＯＯＫなどで託送料金の問題などを分かりやすく伝えることも必要
かと思いました。
コスト面での大手電力会社との比較を明確に。あらゆる媒体での宣伝。
水力地熱の利用を考える。
電気料金検討。グリーンコープ会員以外にも広げる。他の生協との協力。
是非協力したいのですが上記の利用の為申し訳ありません。
新聞広告を出す。この様なアンケートを地域で全戸に配布する。ＴＶでコマーシャル
をする。グリーンコープの会員を増やす。
現在支払っている電気料金と料金が変わらないこと。
出資者を増やす。
もっと告知をすることではないでしょうか。私の家庭もまだ切り替えていませんが・・・。
電気代が安いなら簡単に増えると思う。
情宣の場をたくさん作る。（集会、ポスター、街頭・店頭のチラシまきなど）。メディ
アの利用。ＳＮＳでの拡散→「グリーンコープでんき」が他の電力会社と差別化でき
る。アピールポイントを明確にして
いかにグリーンコープでんきが社会にも人にもやさしいのかをまず組合員に知らせる。
原発の廃棄物の処理の難しさ、費用の高い事を強く知っていただき、原発が不必要と
なるように自然エネルギー発電を増やしていくしかないと思います。できれば電気量
が原発使用の会社より安くなれば変更してくれるのでは。
たくさんの方に知っていただける様、宣伝をし、また具体的なメリットがあれば増え
るのではないでしょうか。
メッセージ、メッセージ、メッセージ。
使用料金をお得に感じられるプランやポイント付加などのサービスがあれば良いと思
う。
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安定供給ができることも宣伝にキャンペーンをしていく。
完全に安全、安心な自然エネルギーの提示。リーズナブルな料金。
ＣＭを利用するなど。
人は安定を求めるもの。脱原発で今の安定がくずれない説明が出来れば少しは増え
る・・・でしょうか・・・。（それを知ろうとしてもらうことが先ですが・・・）
あっという間にこんなに沢山の発電所・・・びっくり。出資を集めてばんばん作って
利用者ふやすのどうしよう・・・ってなんだかなと思うんです。出資者にはグリーン
コープでんきの出資割とかすれば少しはいいのでは？グリーンコープでんきに加入し
ても送電線に何かあれば電気こないしメリットが見えない。
利用の仕組みや利点の告知が必要だと思います。
少しでも多くの方々に知ってもらう。
グリーンコープのでんきのＰＲに協力しましょう。
今日のアンケートで知らない事ばかりだと思いましたので、グリーンコープの会員さ
んだけでなしに、広く世間にもっとアピールする方法はないのでしょうか？例えばテ
レビとか？
残り少ない命です。わずらわしい事は一切したくない。
具体例がないものへ変えるのはなかなか勇気がいることだと思います。問５の問いの
答えに対し、ｂ１〜ｂ４の例などがあれば検討しやすいのかな？と思いますが・・・。
そもそもグリーンコープで働く方は皆さん加入されているのでしょうか？
申込書の書き方がいまひとつよくわからない。営業の方に、メリット、デメリットを
直接聞いて、マンツーマンで書くことができたら、申し込みたいです。
もっと詳しい説明が必要ではないでしょうか？
大手電力会社やガス会社のように、クレジットカード払いができれば、私は切り替え
ても良いと思っています。他にもいらっしゃるのでは？
原発の危険性や廃炉物処理も問題などの情報をもって広めて、原発いらないと言える
人を増やしていくと、原発なしでも暮らしていける方向性を明示することが大事だと
思います。
このようなアピールを続けていく。
他の自然エネルギー業者と協力し政府に脱原発をもっと働きかける。
価格を安くする
テレビＣＭを打つ
もっと沢山の広告で目にとめてもらえるようにすると良い。
今回初めてグリーンコープでんきを知った。もう少し分かり易く知識を得ることが出
来ればと思う。
停電・災害などのリスクについて発信してほしい。
安定供給できる根拠を示して欲しい。配布されている資料ではよく分からず利用しづ
らいので改善して欲しい。
出資金を出せない人もプレッシャーなく入れるようにして欲しい。
知人、同じ班の人に伝える
分かり易く発信してほしい。
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原発をなくしても料金が変わらない。新たな電力の開発（原発と同等レベル）必要
若い人にＰＲをする
出資金を出した人には何らかのメリットがあるというシステムにして欲しい
料金はどう変わるかに対する分かり易いＱ＆Ａのチラシ
現在の契約とグリーンコープでんきにの利用した場合の違いを分かり易く比較して欲
しい
値段
アフターフォローが確実というアピール
実績を教えてほしい
説明会を開いて欲しい
不安要素が多すぎる。このようなアンケートで不安を明らかにしそして解決すべき
切り替え手続き・変更が簡単であるということを知らせて欲しい
知名度が低い
クレジット払いができれば。利用者は一カ月に払う金額が大きいと思うので。
脱原発の意識を皆が高め、なおかつグリーンコープでんきの存在を広める必要がある
今回のアンケートで利用に至るきっかけになるのでは
年配にも分かり易く説明が必要、今と料金面など変わらなければ利用者の増加は無理。
他社と組んでもっと大きな社会論争を巻き起こす、知らない人が多い。
脱原発のアピールが足りない
グリーンコープでんきに切り替えたが原発推進商社と手を結んだから納得はしていな
い。
生活クラブなどは脱原発をどのように進めているのか参考にできることがあるのでは。
送電と電力会社を分離しないと進まない。
わかりません
知らない人が多いので、もっともっと知らせる。
広報活動を強化する
利用価格を抑える。
電力を切り替えた人の本音が聞けたらいいかも
他よりも安ければ増えるでしょう
インターネットで、脱原発を広める既存のマスメディアでは広がらない
ＰＲ活動しかない
安心感。食べもの安心はあります。でも停電になった時とか優先は大手電力会社とか
思ったりしています。
安定した供給の実現
料金
電気を極力おさえて生活することがかっこいい。グリーンコープでんき＝次世代のス
テイタスという存在になったら。今の１０代、２０代はしっかりしています。若者を
しっかり育てなければ。
金額の提示など大手電力会社などと比べて変わららない事をわかりやすく周知された
らよいと思います
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大手電力会社から切り替えることは今のところない。色々聞かれても困る。
「これからもみんなの力で脱原発に向かいましょう」という文章は、みんなそれぞれ
色々な意見があるのでおかしい。アンケートに名前を書かせるのもおかしい。
どうして電気事業にまで介入するのか。利益があるのか。脱原発が実現するとは思え
ない。
近年、大地震・台風・水害が多発しているが、太陽光パネルが一面に設置されている
のをどこかで見た。その時、太陽光パネルはどうなるのか大いに案じられる。作った
ものはいつか破棄される。大量の太陽光パネルが二次災害の原因とならないことを願
う。
質問のすべてがグリーンコープでんきに変えるように、と、強制のように感じる。確
かにクリーンな「グリーン・市民電力」はいいのでしょうが、私はこのままでよい。
いつまでグリーンコープを続けることが出来るかわからないし、日ごろからの声かけ
や勧誘がうざいと思っている。今回の 100%回収の電話にムカッと来たものの、せっか
くの機会と思い、ネット検索したところ大手電力会社の脅威になってくれそうな企業
(HTB エナジー)が見つかった。というのが、今現在の「声」です。
出資は「したくない」わけではなく、現実問題として出来るような財政状況ではない。
大手電力会社への反発からグリーンコープでんきを利用しているが、グリーンコープ
の食生活の基本をもっと大事にしてほしい。いろいろと手を広げすぎている気がして、
わからないながらも少し疑問を持ってしまう。

小倉南支部
問９「グリーンコープでんき」に切り替えたくても出来ないと思う理由があれば、お書き
ください。













今のところ切り替える予定はない。
電気事業がまだ安定していないと思っている。あちらこちらからの情報もある。
料金が高そう。
今までの大手電力会社が安心。（知らなかったから）
年をとっているのでこのままでもいい。
不安だから。
あまり使わないのでいまのままでよい。
切り替えたくない。
太陽光発電をしているため。
手続きが面倒。
契約が主人の名義になっているため、自分勝手に切り替えることはできない。
もう少し脱原発について知ってから切り替えを考えたい。
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オール電化プランがない。
送配電で自然災害があった場合どう対応するのか。
主人の反対が原因。太陽光ソーラーにしたい。
お金がないので出資したくない。
現状のままで良い。
料金が心配。
オール電化のため。
今まで通り電化製品が支障なく使えるのか不安だから。
家の人を説得する自信がない。
新電力もグリーンコープでんきも原発が入っていると思っていたから。
携帯と一緒でポイントが付くため。
身内に大手電力会社の社員がいるため。あとは料金の問題である。
切り替えたいと思わない。
料金が高くなるため。
今より電気代が安くならない。
主人の反対のため。
グリーンコープでんきのことをよく知らないから。
優先することがほかにある。
でんき料金が上がるため。家計の負担を考えるが料金が変わらなければ切り替えたい。
主人が大手電力会社に勤めているため。
会社事務所兼自宅のため、経費の関係ですべて一社にしている。
手続きが面倒であるし、今より高くなるのではと懸念される。
いつまでグリーンコープとの付き合いができるかわからないから。
長年大手電力会社を利用して親類や知人に大手電力会社勤務の人が多いため。新しい
ものに対しての不安がある。
１０年間固定買取で売電している為契約等面倒な気がする。１０年間契約（買取）が
終わるまではこのままでいたい。季時別電灯を利用中でこのメリットを外すことはき
つい。自宅に太陽光発電を設置したいのはエコ活動に参加できると考えたから。
従量電灯と低圧電灯とあるため。
家主にまかせているから。年を取って新たに始めるのは私自身にとっても気が重い。
主人と財布が別々で面倒くさがるため。
現在夫と意見調整が出来ておらず今現在は難しい。
スマートメーターへの切り替えに抵抗があり、電磁波の影響等が気になる。
グリーンコープでんきに切り替えたくても出来ないのではなく切り替える予定がない。
主人が変更の意志なしで、現状維持との事。話し合いは無理である。
自宅は引越しの予定で時期はまだ未定のため、店舗はハルエネに変えたばかりなので
出来ない。
近々引越しの予定だから。
賃貸住宅なので転居の手続きがどのようになるか不安がある。
（大手電力会社ならブレ
ーカーを上げるだけですぐに電気がつかえるが・・。
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先月某電力会社に加入したため。
金額が上がるのは負担になるため。
支払、家のローンで組み込まれている。
現行の方が得と言われたため。
集合住宅での売電に関しては、切り替えできないと他の電力会社で言われた。
電気の供給（料金）の仕組みがいまいち理解できない、また新しいのが出るのではな
いか。
電気代が上がるから。
組合員を脱退したとき、残された者が大手電力会社に切り替えられるかと思うと、迷
っている。
先日、某電力会社に加入した。残念である。
主人が慎重なので、もう少し様子見てから考えたいため。
決まっているから、別に今のままでいい。
元大手電力会社職員であるため。
一度相談して「安くはならない、メリットがない」と言われた。別にその時はお金と
かメリットとか考えてなかったので、断られた気がする。
主人の会社が電気の小売り事業をするかもしれないので、現時点では切り替え出来な
い。季時別電灯契約なので、料金が上がる。
手続きが面倒…というのが正直なところである。
高齢のため、今から手続きや変化に対応できないため。
現電力会社のようにメンテナンス等をグリーンコープでんきで出来れば考える。
賃貸住宅のため。
親戚が大手電力会社で働いているため。
病気がちなのでグリーンコープを脱退予定。
メリットがないため。
大手電力会社の電線を通ってくるかぎり、コープ発電所で作られた電気とは限らない
と思う。気持ちだけコープでんきと思っていても難しい。
「自宅屋根の太陽光で発電し、
余りを大手電力会社に売る」を補助してくれるなら考える余地あり。
他の電力会社の料金も見ている途中で検討中のため。
供給がスムーズにいくか不安。エネファームでも可能か不安があるため。
娘夫婦と一緒に住むつもりだから。
季時別電灯契約なので料金が上がる
料金の兼ね合いのため。
何年か前に節電対策で大手電力会社から書状が来たことがあるが、建物全体、節電対
象より除かれている。
安くなるように知恵を出し合い検討中。
家族が少人数なので、あまり拘っていないため。
災害時に送電トラブルなどがあったとき、どこがどのように対応してくれるのかなど
不明のため不安がある。大手電力会社だと安心だということでは決してないが・・。
他の電気会社に切り替えているため。
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集合住宅に電気会社から直接請求書が届かない仕組みだから。
脱原発を勉強中のため、それから検討したい。（他も含めて）
借家でも可能なら検討したい。
安定供給が心配だ。
家族と話し合えていない。
大切なことと理解しているため検討中。
災害時はやはり電力会社でなければ不安だと思う。
電気代が上がる可能性があるとのことだが、具体的に一般使用でいくらになるか示し
てほしい。
大手電力会社の太陽光発電は現時点では満杯ではないのか。
これまでの説明では「グリーンコープでんき」のことがまだよく理解できない。
出資金の強要を感じる。大手電力会社のポイント「ピコ」がなくなる。
（メリットは不
明だが）
電気料金を自分が支払ってないから。
時間帯別契約は割安だから。
同居（祖父・祖母と）なので電気は大手電力会社から買うものと思っている。自分た
ちの考えが一番だと信じているためなかなか難しい。
二人目出産後、まだ働きに出ていないので家計的に苦しい。
ガス代と電気代を一緒にすると安くなるプランで大手電力会社に一本化しているため。
大手電力会社が原発と関わっていることも承知の上で、安くて手軽なプラン（料金シ
ステムなど）に迷いなく切り替えた。
電気のメーター（家庭用）に電磁波が強いときいたものを使うようになるのが抵抗あ
るため。
２０１６年に大手電力会社から新電力会社、１社のセットで契約しているため。
将来的にはガスに戻して切り替えたいと思っている。
２年続けなくてはいけないプランに加入しているため。
切り替えて間もないので、しばらく変更するつもりはない。
台風や地震で電気が使えなくなった時停電の復旧が後回しになるのではないか、遅く
なるのではないかと不安だから。（大手電力会社契約者優先なのではないか）。
再生エネはコストがまだ高すぎる。この賦課金をなくしてのコスト差を示す必要があ
るのではないか。
知らないことが多いのでもっと情報を得てから検討したい。
電力出資は現金ではできないのでできない。口座引き落としではできないため。
近々（１年以内）に引越しを考えているため。
（引越し先では「グリーンコープでんき」
に申し込み予定。
原発で金銭のやり取りをされ、本当の被害がわからないやり方には疑問を感じるが、
沖縄と同じで、被害を受けた皆さんが同じ方向を向かないと真実は伝わりにくいかと
思う。
（もっと色あせてしまっているもの、政府が国民と同じであればいいのだが・・。）
グリーンコープでんきに変えて料金が変わらないのでは増額は大変だから、グリーン
コープはもっと食品の添加物に取り組んでほしい。まだ添加物を使っている商品が多
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い。
ガス会社のエコウィルを利用しているため。
料金設定がわからないため。
電力の幅があると思うが、どれくらい高くなるのか。私の家はあまり使わないと思う
が、提示してほしい。
約一年半前に今の契約をした。短期間で契約を変更するのはとても労力が大きく今の
生活では検討する余力がないため。
電気料金が今以上に大幅に上がるとやはり困るので悩む。しばらくはそのまま様子を
みたい。
管理がややこしくなるため。
太陽光発電なので現状で満足している。手続きが面倒かつ、売電価格が変わりそう。
切り替えたくても出来ないのではなくて今のところ切り替えようと思っていない。太
陽光発電が、これからどうなっていくのかもう少し見てみたい。
報道を見ていると、買取電力の値下げや新規認可しない、送電線が大丈夫かなど、不
安な面があり、なかなか決断しかねている。
遠いところから電気を持ってくるのは、捨てるものが多い。もっと小さな発電を大事
にする方がいいと思う。また、捨てる電気を減らす技術、方法、蓄電池の普及など、
小さな出来ることがある気がする。
引っ越したばかりで電気の使用量もはっきり判らず、スマートファミリーなので難し
い。
ガス会社のエコライフを利用していて、料金がかなり安くなっているので。
エネファームをつけているのであまり電気を使わない。
オール電化で発電もしている。安定供給できるのか等、今の契約を変えることに不安
が大きい。
太陽光発電システムを導入し、それにかなりの費用がかかったので、これ以上の負担
は無理。
他の電力会社を利用したばかり
現在の場所に住み続けるのも、そんなに長くないから。
手続きが大変そう。
主人が反対している。
切り替えるメリットが分かりにくい。
切り替えても実感として分かりにくい。
料金が上がるのは困る。
太陽光パネルを付けている。
グリーンコープそのものの経営がどういうシステムなのか分からない。
ガスを使っていて何かと便利なので、切り替えられない。
電気料金が上がるため。
よく知らなかった。今より安くなるなら切り替えたい。
高齢者世帯なので、切り替えたいと考えていない。
大手電力会社に関わる仕事をすることがあるから。
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借家の家賃の中に電気代が含まれるため。（請求書も届かない）
集合住宅だから、出来ないと思っている。
アパートの契約上出来ない。（出資をしている）
賃貸の為、よく分からない。
めんどうくさい。
実家にいて、権限がない。
転勤族で、引っ越しが多い。
主人のＯＫがないとダメ。
料金が高くなると考えると、気が進まない。（季時別電灯プラン）
マンション全体で他社への切り替え検討がある。
あまり詳しく知らないから。
親族に大手電力会社に関係のある人がいる。
身辺整理をする年齢になったので。
今の使用料と変わらないのなら切り替えたいが、使用料金が上がるのは不安。
他の電気購入を検討している。
先日大手電力会社ガスに切り替えた。
新築にあたり、深夜料金のあるプランにするため。
グリーンコープを止めたらどうなるのか。
切り替え方や価格が分からない。
グリーン市民電力でまかなえるか。
オール電化＆太陽光発電で、電気代が安い為。
すぐに止まりそうなイメージがある。
現在老人ホームに住んでいるので、電気料金の支払いが独立すると相当高くなるそう
で、私には支払えなくなるかもと思っている。
知人の紹介ですでに別の電気会社と契約をすませた。料金は大手電力会社さんより安
くなった。
心細い。いざという時頼って大丈夫なのか不安。
はじめ夫から電力会社を変えるつもりはないと言われたが、この一連のパンフレット
をみせたら納得してもらえた。いざというときに不安があるのだろう。
夏のエアコン代金が高くても利用しなければ体がもたない。これ以上代金が高いと大
変ですので。グリーンコープは大手電力会社より高いと知ったので。
最近ＴＶ・ＰＣ・電話をセット料金として電気もそれに入れたばかりだ。
二世帯住宅に住んでいます。すべて息子に任せています。電気は別々です。
ガス利用のエネファームをつけている
出資できる余裕がない
主人が電話会社と契約しているため
携帯電話会社との契約期間のくくりがあるため
支払いの額が変わらないのであれば現状のままでも良い
ガス会社にしちゃったから。
電力不足になった時が心配。
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出資については検討させていただきたいと思いますが、現在収入が我が家にはないた
め生活の余裕が出来てからと思っています。また、引越しを考えている。
他の電力会社に切り替えて安くする予定にしている。
大手電力会社の方が安定した電力を使用できると思う。
家族の同意（大手電力会社の技術力への信頼が強い）
想定外の震災の対応にまだ不安があると主人が思っている。
企業としての歴史がないので、何か問題が起きた時にきちんと対処できるのか不安
年齢的に長期は疑問に思っている（金額も年数も）。
スマートファミリープランで２年しばりがある。
他生協で契約済
二人暮らしでＬＥＤ電灯を使っているので電気料金は高くない。
「原発が停止して大丈夫」という状況が担保されないと厳しいと思う。ただ、原発以
外の選択肢を模索すること自体はいいことだと思う。
大手電力会社ガスに切り替えているので必要ない。
新電力に変更したばかり。低所得なのでグリーンコープをいつまで続けられるか分か
らないから。
新電力発電所、地域電力会社、電気代が安く安心。1 社で全て合わせて使用しているの
で電気代が安くなっている。
マンションが電力会社と契約している。
ｂ３だと知ったら大幅に上がると書いていたからだけで、本当は原発フリーを目指す
電気「グリーンコープでんき」になれるものならなりたいけど、家の人の許可がいる
から。私は家の中で一番年下、両親と暮らしているから。何で夜間電力が安いプラン
にしたかというと給湯器の存在でした。あれは深夜電力で沸かすというもの。もうひ
とつ、もしも（わざとじゃない）グリーンコープ自体加入をやめなければならない時
の手続きはどうなるか知りたかった。
オール電化にしているため。グリーンコープでんきについては賛同している。
集合住宅で、要求しても電気の請求書が届かない状況。
集合住宅で新電力を使用している。
アパートの管理会社経由で電気料金を引き落としているため。
大手電力会社の送電線を使用するので原発の様々な費用を負担することに納得がいか
ない。
オール電化は切り替えると高額になるけど、ガス併用していた時と同じ金額だという
考え方をすると、いずれはと思える。

自由に変えられない






夫の会社の電気を利用している。
マンション全体で契約しているみたいなので、個人では変えられない。
持家でなく、所有者が違うので、勝手に変えられない。
家族の反対
身内が太陽光関係で働いているのでそこで契約している。
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 低圧電気、事業用電気なので勝手に変えられない。
不安要素がある






現在オール電化でかなり電気料金が安いので、切り替えると高くなるのが心配。
コストがかかりそうで不安。災害のとき等不利なことがあるのではないかと不安。
グリーンコープをやめたらどうなるのかわからない。
災害時の時の迅速な復旧対応は大手の方が信頼できる。
売電をしているので、変えることによってどのようなリスクがあるのか分からず、変
えられない。
 実績がないので不安。
 安定供給がされるのか不安。自然エネルギーは供給が不安定と聞いた。
よくわからない よく知らない





もう歳なので息子に任せている。先の事はよくわからない。体調不良で考えられない。
初めてグリーンコープでんきを知ったので、今すぐどうと考えきれない。
今の電力会社と何が違うのかリスクも含め分からないことが多いので。
子どもの教育費や食費、仕送り等で家計が苦しく難しい。切り替えるとどうしても料
金が上がるように思うし、手間がかかり面倒なので。もう少し様子を見てから考える。
その他










太陽光発電にもいろいろデメリットがあり、早急に賛成するわけにはいかないので。
他電力会社と比較検討する予定。
グリーンコープを脱退する予定。
必要ない。今のままで満足。
グリーンコープでんきにしても送電線の中で原発の電気と混じるので同じことでなな
いか。
面倒。
最近電気会社を変えたばかり。
転勤族なので、いつ引越しするか分からない。

問１０脱原発についてご意見があればお願いします。









政治的に解決するしかない。
恐怖を与えるような伝え方以外での脱原発の良さを伝えてほしい。
原発再稼働を許さない運動を粘り強く続ける。世界の流れは再生可能エネルギーにな
っていっている。
処理のことまで（事故があった場合 etc)計画が充分になされていない。再始動するこ
とは如何なのか。脱原発賛成ではあるがここまできている社会のエネルギーはどうな
るのか。
脱原発には大賛成である。
よく理解してないので、脱原発を続けられれば最高である。
日本として資産たる原発を使わなくて輸入した原油を大量に購入するのはもったいな
い。４０年後には原発はなくなるので、それまで待ってもリスクは大きくない。
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原発使用後の物資を捨てる所も決まっていないのに、原発を稼働するのはどうしてな
のか。事故後人間にも自然環境にも正しい処理ができないのに原発エネルギーを使う
のは何故なのか不思議。現在の日本には原発を使用しないと産業が成り立たないのか、
政治権力が動いてのことなのか不思議である。政治・経済の組織トップの人たちにも
家族はあると思うのだが・・。
現状どのくらい原発に頼っているかわからないので、国が一度原発を全部止めてみて
どの位電力が不足しているのか（停電になってもいいので）やってみて肌で感じたい。
グリーンコープから市・県・国会の議員がいないと多分国も動かない。
原発を動かす負の遺産を子孫に押し付けること、使い続けることはいけないことだと
思う。
進めたい。
原発に賛成はしたくないが現状として原発で働く人達をどうするのか、難しい問題は
多くたくさんあると思う。
個人で声を上げるのは難しいので他の方法（行動や態度）で原発に反対ということを
表せたらいいと思う
率先してグリーンコープが動くことはとても良いことだと思うが、結局国が脱原発に
向かわないと何も変わらない気がする。
９/２５伊方原発停止が解除となり、９/６北海道地震があったばかりで、いまや日本
全国どこで地震が起きてもおかしくない状況なのにどうして原発が再稼働できるのか。
どんな言い訳でやろうとするのか、もはや安全神話はうそなのに、想定外は起きるの
にと思うと許せない。
核のゴミの安全な処分方法もないのにまだこれ以上ゴミを出してどう後の世代に言い
わけするのだろうか。出来ない事は止めるべきだと思う。
太陽光発電だけではまかなえないと思う。以前 TV で太陽光の光で日中家のカーテンが
開けられないというのを見たことがある。自分の家の近くでされるといやだと思う。
だが原発に賛成ということではない。
全発電量の何％をグリーンコープで対応しているのか。
脱原発は良いと思う。子や孫に汚染のない美しい日本を残したい。
日本は地震国だか脱原発して電気をまかなえれば良いが、火力発電のように化石燃料
をつかうなら最低の原発があっても良いのではないか。原発事故より地球規模の温暖
化のほうが怖い。
小さな声でやっていくことで変わるかもしれないが、きっと難しいと思う。
宇宙開発がさかんに出来ているのに原発を安全に管理できないのが残念だ。
事故が起こった時のリスクがはかりしれない。
安定的に電力を作るためには原発は必要だと思う。脱原発に賛成の方は電力を使わな
いように努力しているのか。原発必要と思っていても努力している。会社、製造業は
とくに電気を使うので、仕事がなくなっても良いのかと思う。
原発はいやだと思う反面、そのせいで電気代とかＣＯ２の問題とか電気代が高いから
使わないという選択肢はない。
安全上の不安はあるがエネルギーの多くを依存する国としては、原発は必要だと思う。
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現時点でも将来的にも大きなマイナス要因になるものは早くやめてほしい。 原発事
故がなければ災害復旧も出来ていると思う。
脱原発は国民みんなが考えなくてはいけない問題だ。孫のことを考えるとなんとかし
なければと思う。
原発がなければいいとは思う。
脱原発はとても理想的だが実際使用していなくてもすでに出来てしまっている原発を
廃炉にするにも汚染は免れないし莫大な費用がかかる。それはどうすればいいのか。
進めていくべきだと思う。
脱原発には賛成だ。
今すぐ原発はストップするべきだと思う。国の未来を考え国民のことを考えているな
ら原発を稼働できないはずだ。結局私達には知らされていない大きな利益があるのだ
と思う。
原発は反対である。廃炉についての研究がもっと進むよう国（政府）に働きかけが必
要だと思う。
原発は怖いが無くなった時に生活ができるのか心配だ。
大切だとは思うが難しいと思う。
目には見えないが当たり前の日常を奪い去る恐ろしい原発、一人一人が他人事と思わ
ず新しい電力を使用していくことで一丸となって脱原発へ向かうことができると感じ
る。
もちろんすべきであると思っている。もっと地球のことを考え人間のおごりを見直す
べきだと思う。誰のための原発なのか、人間も便利さの追求を真の幸せと思ってはい
けないと気付くべきだと思う。
「自然との共生」というグリーンコープの考え方がすき
である。
自分たちで処理できないものを使うことに疑問がある。グリーンコープの働きに賛同
する。
自然災害の多い日本では原発自体が災害になる。何故止められないのか。何かしがら
みがあるのか疑問である。
自然からエネルギーを生むのも限界がある。原発には不安な面もあるが頼るしかない
のではないかと思う。
脱原発は賛成である。人間が制御できないものを使用したくない。
即時廃炉してほしい。
現在建設済みの原発は耐用年数まで使用し新しい原発は作らないようにしてほしい。
太陽光発電、風力発電、火力発電、潮位原発、地熱発電等の効率を上げ将来は原発を
なくしたい。
脱原発は基本的には賛成ですが原発を止めることによって電気の安定供給が出来なく
なることは心配である。
もちろん原発には反対（頼るべきではない）だと思う。ただ身の回りにはあまりにも
電気を必要とするものが多く（特にスマホ）、自力発電（小型ソーラー等）についても
普及が必要だと思う。
日本の将来の為にも「脱原発」で関係各省は頑張ってほしい。
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二酸化炭素削減の問題はどうなるのだろうか。（火力などにした場合）
現在の全国で使用する（工業も含む）総電力をまかなうためには、原発の電力も必要
なのだろう。脱原発の為には電気に頼りすぎる生活を変えなければ、無理かと思う。
異常気候にも問題があると思う。
原発に頼っているので、頼らなくても良いなら脱原発に賛成とは思うが、難しいので
はないか。
これは皆が望むことだと思う。しかし電気を使いすぎているのも事実で、まず電気を
使わない努力をすべきではないか。２４時間営業、夜の直接電球は日本だけなので、
それから廃炉など尽力すべきである。そこを無視して新しい電気をすすめるのは勝手
だと思う。
子どもたちやその次の世代の為に、今できることを早めにして脱原発に向かっていけ
ばいいと思う。
子どもや孫たちの将来を考えて、全ての原発は廃止するべきだと思う。
原発に依存する政府の姿勢に納得いかない。あのゴミの山をどうするか疑問だ。稼働
すればまだまだ増えるのは分かっているはずなのに地震大国日本では原発は無理だと
思う。
賛成である。
脱原発に対し賛成も反対もしないが、原発で働いている人、その周辺で生計を立てて
いる人に対しての対策がなされずに、脱原発の活動をしていることに疑問を感じる。
実際に原発周辺に住んでいたことがあるが、住んでみると原発に対する意識が全く違
うのだと感じた。
福島の原発事故を思うと怖いので考えないこともないのだが、発電所現場の管理など
は完ぺきなのだろうか。ニュースなどでよく聞くが、部品の盗難、台風の災害など・・。
脱原発したいが、なるような気がしない。結局なしくずしに既になっている気がする。
全国でも大なり小なり自然エネルギーのパネルを見たい。国民は自然エネルギーの知
識は持っているはずと思う。
太陽光にしろ水力にしろ風力にしろ、自然環境への悪影響も考えてほしい。
原発は必要だ。
廃炉方法について具体案がないのなら、脱原発は無理だ。
私は小さい一人なので、国の方針を否定するなら、移民移住を考えなくては
協力してすすめていきたい。
現時点でも将来的にも大きなマイナス要因になるものは早くやめてほしいと思う。原
発事故がなければ災害復興ももうできているのでは…と思う。
国民みんなが考えなければ…孫のことを考えると何とかしなければと思う。
脱原発はとても理想的だ。でも実際使用していなくてもすでに出来てしまっている原
発を廃炉にするにも汚染は免れないし、莫大な費用がかかる。それはどのようにすれ
ばいいのだろうか？
日本は地震国だから脱原発して電気をまかなえればいいが、火力発電のように化石燃
料を使うなら最低の原発があってもいいかと思う。私は原発事故より地球規模の温暖
化の方が怖い。地球上のすべての生き物が生きていけない。
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原発はいやだと思う反面、そのせいで電気代とかＣＯ２の問題とか電気代が高い。で
も使わないという選択はない。
脱原発をしても日本の全電力をまかなえるという立証ができていれば国の方針として
脱原発の方向に変えられるはずだが、一向に脱原発が実現しないのは何故なのか。廃
炉への予算、放射性廃棄物の問題まだまだ国民の課題は山積みである。
原発のない世にしたいと願いつつもそれは本当に実現できるのかと思い何もアクショ
ンを起こさないでいる。
関心はあるが、原子力技術を捨てることはできない。
各自の使用量が少なくなるよう努力し、太陽光発電に関する費用がもっと安くなれば
より良いのではないか。深夜営業店が多いと思うのだが、テレビも深夜放送を少なく
すれば良いのではないか。
子どもや孫にも原発の恐ろしさを伝える。学校の授業に取り入れる。
脱原発になったとしたら、電気代はどの程度変わるのか？（おそらく高くなるとは思
っているが）
便利に慣れてしまっているが、昔（６０年以上前）の生活にあこがれる。
人間がコントロールできないものは持つべきではない。
未来の子どもたちの為に直ちに原発を廃止してほしいと思っているが…何故出来ない
のか。脱原発を声高に言うだけではなく、原発が何故こんなにたくさん建てられたの
か、どうすれば安全に終わらせることができるのか。誰の利益で動かしたいのか、冷
静に分析し、情報を発信し続けてほしい。便利さに慣らされた私たちがしっかり自覚
し、節電が身に付き、太陽光や火力発電で充分電力が賄えることが現実となれば、原
発をつくる！という愚が見えてくると思う。性急に結果を出そうとすればするほども
っともらしい理由で再稼働しそうだ。
脱原発は前から言われているが、以前はそんなに考えたことがなかった。今回の福島
のことがあり、これは真剣に考えないといけないと思っている。ロシアのチェルノブ
イリの時に原発の恐ろしさを頭では知っていたのだが・・。
本当に国の電力を賄えるほどの電力を脱原発にしてやっていけるのであればいいと思
う。ただいくら自然と共存できたとしても、やはり背に腹はかえられないし、実際電
気料金が跳ね上がっても自然電力を推せる人は国全体の何％いるのか。家庭電気料金
だけでなく、工場生産のものや、とにかく全てが値上がりすると国力も衰退しそう。
このアンケートを目にすることで脱原発に向けてさらに自分の出来ること（今やって
いることプラス）をやっていこうと思った。
理想ではあるが、国全体で考えないと難しいのではないか。
自民党の現政権では無理だと思う。選挙で「脱原発」派議員を選ぶしかないのではな
いか。
現在の発送電システムでは再生可能エネルギーの発展が妨げられる。国の方針が変わ
らなければ困難ではないか。
子どもたちのためにもＧＣ運動と一緒に私にできることを考えていきたい。
原子力は人間が扱えるものではないと思う。
北海道地震でも明らかなように活断層がなくても地震が発生する。第二の福島になら
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ぬよう廃炉への道をとるべきと考える。今回の報告でもよくわかったが、除染が不十
分でも住まざるをえない人たちの苦しみを思うとたまらない。
各家庭で太陽熱による蓄電池ができるようにしたらいいと思う。
原発を使わないことが望ましいが、身近にいる家族と話していても考え方の違いを埋
めるのはなかなか難しいと感じている。時間はかかるが、子どもたちの未来の為にも
コツコツと話していくつもりだ。
どうすれば脱原発にむけていけるのかと考えていた。身近にあるとは全く知らなかっ
た。友人一家は原発のない国（カナダ）へ移住したから特に問題視していた。
再稼働はしてほしくない。事故は必ず起きるから。
なくすのは安全でも日本には資金調達に仕方ないのではないか。
原発でなくても電力は賄えると思う。
原発事故について、エネルギー問題について、身近な問題として考えたことがなかっ
たように思う。意識して情に触れていくべきだと感じた。
この火山国において原発の絶対安全はありえない。事故が発生すれば半減期 10 万年の
放射線が出る。したがって原発反対！
政府の方針が変わらないと無理だろう。政府の方針が変わることを望むだけだ。
技術は不可逆的なもの。うまく折り合いをつけて付き合っていく方に目を向けるべき
である。
発信している情報は正しいのかもしれないが、一方の意見のみで公平性に欠けている
と思う。洗脳に近いやり方だと感じる。
安全に稼働できれば電気料金の面でも原発は必要なのではないか。
脱原発でも電気が充分まかなえるのであればそれが一番。地域でも地産地消で動き出
したところもあるとか（地熱発電等）。原発の代償はあまりに大きかった。難しいこと
はわからない。
原発再稼働は必要ない、とするためにもクリーンエネルギーの広がりが必要と思う。
原発をなくして困ることもあるはずだ。
いまだ原発に頼っているので原発にかわる電気で現在の電気（エネルギー）量が作れ、
料金も高くなければもっと人々の感じ方も高くなる。
廃炉の技術等０にするために時間がかかりそうだ。
代替エネルギーの確保、電気使用量の減少→省エネ化
脱原発には賛成だが、まだまだ課題が多くあると思う。
それが叶うのであれば環境にいいのだろうと思う。
当事者の方々にとってはとても大事なことで切に願うことだと思う。他人事ではない
のは分かるのだが、今の生活を守ることに重きをおいてしまうのが現状だ。
ともに頑張ろうと思う。
自身は電気を大切に使う世代だ。２４時間あいている店舗や、電力を湯水のように使
う世の中を憂いている。原発はいらない。太陽光など需要・供給を考えながら使わな
いといけないと思う。
太陽光も風力も耐久年数が過ぎた時に処理の仕方がわからない。ゴミがたくさん発生
するのが関心しない。フリーエネルギーのような本当に地球に負担のかからないエネ
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ルギーを使えるといい。
原発はすべて廃炉にすべきだと思う。もう二度と原発事故を起こさないようにしない
と子どもたちは安心して生きていけないと思う。
「託送料金に廃炉費用が含まれようと
している」と書いてあるが、全て廃炉にするには多額の費用がいる。私達もいままで
原発の電気を使ってきた。私たちにも責任がある。
あんな取り返しのつかない事故があったのに原発を稼働させる人たちの気が知れない。
みんな私利私欲の為に動いていて、地球のことを考えてないと思う。そして、みんな
大事なことに無関心すぎると思う。声をあげてもあまりに国が動かないから、だんだ
ん無関心になったと思う。
原発事故について他人事のように感じているところがある。福島の現状と自分の住む
地域で発生しうる状況をリアルに考える機会があれば参加したい。
脱原発に賛成だ。地震などの自然災害の多い国では原発は非常に危険である。しかも
日本の国土は狭いので、原発事故が起きた場合、避難する場所もない。また、原発に
より排出される核廃棄物の貯蔵場所も決まっておらず、この先の行く末が未定であり、
断末魔の不安がある。国の安全保障の観点からも戦争やテロ攻撃による壊滅的なダメ
ージの恐れがある。
原発を仕事としている人たちもいるので、その人たちの生活を考えながら脱原発にな
ればいいと思う。
０にするのは難しいと思うが、減らせる努力はできると思う。
福島原発の事故が自分たちの周りで起きないとは限らない。日頃よりも節電には気を
つけてるが、お金のことを考えると（設置費等）売電もできない。北海道地震で電気
が全く使えなくなってしまった事をみると、人間って便利に慣れすぎているな…と実
感。他人事とは全く思えないので脱原発には賛成である。。帰る所がないってつらいと
思う。
地球温暖化の事を考えると致し方ないエネルギーなのかもしれない。
科学が進んだ現状。自然エネルギー（風力・地熱・太陽熱）への転換ができるので危
険な原発を止めてほしい。
原発の不合理さの説明。使用できるのは３０年くらいで廃炉となり、放射能がなくな
るのに何百年もかかることなど。
原子力新規制基準での原発エネルギーは必要と思う。
子どもがいるいないにかかわらず、日本人は原発事故に対して他人事すぎ。私自身も
日々の忙しさ追われて行動が出来ずにいるが、原発事故に関してはとても他人事と感
じられず、日本の政治や社会全体の考えに心が痛い。特に被害にあわれたお子さんを
持つご両親の気持ちを思うと脱原発が当然であると思う。
原発はない方がいいと思うが、現実的に電力は足りるのかが心配だ。
原発に頼らず自然エネルギーに転換するのは必要なことだと思う。
元大手電力会社社員の家である。原発や火力発電に関わった夫から資源の少ない日本
において日本が今の経済大国になったことに必要な原発であった、と聞かされている。
少しでも安価でグローバルに各家庭にエネルギーを届けることに安全であること等含
めて日々研究している。国際的にも自然エネルギーに注目されていて日本にも必要で
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あるということも知っている。福島の事故は残念に思っている。
今現在ある原発は使用することもやむを得ないと思わないでもないが、新しく作るこ
とは大反対だ。
原発で大変な思いをしているひとがたくさんいて脱原発が理想なのはわかっているけ
が、直接ではないが、その仕事に携わっている関係で複雑な心境である。
今のところ脱原発でも戦後の暮らしであれば十分できると思うが、今の暮らし方では
無理だと思う。でも皆が希望することであれば出来ると思う。自然エネルギーに勝る
ものはない。
戦前戦後の暮らし方であれば十分まかなえる自然エネルギーだと思う。夜も昼と同じ
ように明かりを必要とする現在、ひとりひとりが考え方を変えなければ無理。海の中
にもメタンハイドレート（燃える水？氷？）があるそうだ。脱原発しようとすれば出
来ないことはないと感じる。原発以外にもＴＰＰとかいろいろある。
原発に頼らなくても現実的に節電対策等で乗り切れている。どうしても原発を使いた
いという意図を感じる。
原発以外の方法だけで日本国内の電気をまかなうのは可能なのか知りたい。
使用済み燃料をどうするのかなと思う。
会社（経営者）が儲かる仕組みはなくすべきだ。
原発のいまについて勉強不足で恥ずかしい。
原発稼働には絶対に反対だ。電力会社の対応（原発に対する）姿勢には怒りを覚える。
自然エネルギーの拡大に期待したい。
脱原発には賛成だ。地震国の日本で見えない地中を確実に判断はできないだろう。ま
して他国。同じように地震の多いトルコで原発をつくるというのはどうなのだろう。
出来れば廃炉技術を進めてほしい。これからはそちらが大事になるのではないか。
もちろん原発には反対だ。
（頼るべきではない）と思っている。ただ、身の回りにはあ
まりにも電気を必要とするものが多く、
（特にスマホ）自力発電（小型のソーラーなど）
についても普及が必要だとおもう。
脱原発大賛成
原発に頼らなくても電力は賄えると思う。
一人一人の自覚も必要。
地球環境にも原発はノー。
代替エネルギーを十分確保できるまで、今すぐ全ての原発を止めることは難しい。
国防や、核抑止力の観点から考えても、脱原発は現実的ではないと思う。
脱原発出来れば一番いいと思う。
脱原発はこれから必要だと思う。
原発事故は恐いが、脱原発について考えることがない。
地震の多い日本では、これからも福島の事故と同じことがどこかで起こりうると思う。
脱原発を推進していかないといけないと思う。
福島の件は、原発が悪ではなく、東電幹部と、当時の総理大臣が最悪な対応をしたた
め、今の結果があると考えているので、原発自体に問題があるとは考えていない。
原発によって今までの安定した供給が出来ていた部分もあると思う。
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原発に頼りすぎるのは、危険だと思う。
エネルギーにも限りがある、という話が頭をかすめ、悩ましい。ここで考えがストッ
プしている。
脱原発は不可能だと思う。
子どもの為にも、将来的に原発はなくした方が良いと思う。
グリーンコープで、でんきについて教えてもらう機会が多いのでありがたい。
脱原発には賛成。
もう 7 年も経っているのに、風評被害や生活に影響がある方が沢山現状を見れば、日
本も早く脱原発を、と思う。
原発は今の技術では完全に制御できないので、停止する方向にいくのが良いと思う。
今後はクリーンなエネルギーの開発に力を注ぎ、個人個人で節電の意識を高めるべき
ではないか。
これだけ電気に依存している中で、脱原発は少し無理があるのではないか。
脱原発というならば、まずは便利に慣れすぎた現状を、個々で考え直さなければいけ
ないと思う。
原発にはお世話になったが、安全性を考えれば、続けていくものではないと思う。
作ってしまった原発は安全に運転しながらも、方向としては脱原発に向かってもらい
たい。
日本全体が脱原発するのはなかなか難しそうだが、自分だけでも脱原発できるのはい
い方法だと思う。他人を動かすのではなく自分が何をできるかをアピールしていただ
けると行動するきっかけになると思う。
電力会社がなくなり、自宅で電力も自給自足できるようになれば一番いい。
災害の多い昨今、少しずつ原発廃止の動きがあるように感じている。
脱原発は実現してもらいたい。太陽光が増えるとバランスが崩れて停電しやすくなる
とうのを聞いたことがあるが、本当か。
原発事故の危険性以外にも、処理に困る放射性廃棄物がどんどん増えることから、４
０年前から原発には反対。小規模発電によるコ・ジェネがいいと思っている。
早急な脱原発は望んでいない。
少しずつの負担で実現するのであれば、いいことだから進めて欲しい。
全国の原発がある場所は断層近くだったりすることが多いと聴く。たまたま福島まで
起きただけで、いつ同じ事がどこでなるか分かりません。１つでも脱原発化し、リス
クを下げるならお願いしたい。
子ども達の未来に希望を持ちたい。
原発には反対だが、それに替わる電気が本当に実現できるか心配。
３０年近く以前から原発反対の市民運動に参加している。現在は毎週金曜日の小倉駅
前の「脱原発市民運動」に体力の許す限り出ている。
日本は海に囲まれて天災多い所ですので原発はあまりにも被害・リスクが大きく、廃
止すべき。
原発は作ってしまうと中止しても危険はプルトニウムを水に入れているだけで同じだ
と私は思う。また、中止にかかる費用は全部で９兆円かかっていると聞いたが、廃炉
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費用は一か所で３兆円くらいかかるとか。経済的には国民の損失。また、使用済みプ
ルトニウムは地中に埋めていますが、それもどうなのかと思っている。工業用等は別
として家庭何もかも電気をたくさん使うようになり、電気がないとなにも出来なくな
った。これもどうなのかなと私は思う。
北海道地震の際、国が原発を再稼働したいという思いが今回のような停電になるよう
な問題を引き起こしたのではないかというコメントをテレビで聞いた。確かに考えら
れる事だと思う。もっと原発に頼らない国になってほしい。
全ての原発が一時停止したのに、次々と再開する意味が不明。海沿いの原発はリスク
が大きすぎる。大地震が起こった時、第二の福島ができる。
原発被害を考えると必要であると思うが、一方をみれば、他方がなりたたないことが
あるので原発に従事している人、会社のことも考えて動かなければいけないと思って
いる。
なくしたいが、個人の力でどうにもならない歯がゆさを感じている。
理想はそうだが、それだけでも済まない気もする
今ある原発をそのままで新しく作らないでほしい。今ある原発が壊れても作らないで
ほしい。
自然災害の多い日本。原発は怖いと思う。風力・水力・太陽光発電を真剣に考えなけ
れば出来ないはずはないと思うのだが、様々な利害関係でやろうとしない日本。結局
はお金だろうか。
安全の為なくすことができればなくせたらと思う。
原発も必要な時があると思う。
水力・風力・太陽光・潮位・雷…と利用して発電できないものだろうか。
日本だけがやっても意味がない。かわりになるものが今と同じだけの料金で維持でき
るか疑問
何かあれば被害が甚大。出るごみは始末できない。そんな原発を再稼働なんて許せな
い。でも山林をきりひらいての太陽光発電というのは賛成できないのだが…
節電に努めるようにしている
脱原発には賛成ですが、自然エネルギーだけでやっていけるとは思わない部分もある
できれば原発はやめた方がいいと思う。電気の使い方や利用方法など個人レベルでも
もっと考えていかなければならない
いずれにしても廃棄物の処分場、正しい処分が出来る方法の提示がなされないかぎり、
現存の原発は使うのがセオリーと唱えるだろう。
（それが正しいので存続させないのだ
ろう）。その提案は必要な物と思われる。現状一番不安に感じる所でもある。福島のま
さに切実な問題点なのだと思う。
電力会社の脱原発にかわる努力がみられない。原発を再稼働すると利益があるので他
の代替電気エネルギー開発の取り組みがみえない。東電は社員数 etc を減らして（人
件費）、原発事故の補償を国民全体に押し付けるべきではない。
こんなにもたくさんの原発があるとは知らなかった。福島の事がなければそのまま知
らずにいたと思うと申し訳ない。
一層の再生可能エネルギー活用と省エネ。節電を心がける。供給が上回り停電もあり、
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とニュースあり。脱原発いらない。
日本のどこにいても災害から逃げられない。いつ、同じような被害にあうか…とも思
う。が、「脱原発」という話はあまり身近に感じられない。
近年ますます電力が必要となっている。
（オール電化等）自然エネルギー発電でそれだ
けの電力をまかなえるのだろうか？昔と違って一年中冷暖房の時代であり、一家に一
台といわないパソコン、一人一台以上のスマホ等「足りないから節電を！」等出来な
い時代。
何で原発が恐ろしいものと分かっていて政府はすすめているか不思議。脱原発は現実
無理なのでは？とさえ思ってしまう。
とても大切なことだが国（政府）の方針のもとにしっかりとすすめてほしい。
原発は NO GOOD.すでに事故が起こっているのに大変な思いをしている人たちがいる
のに、推進していこうとする神経が理解できない。脱原発頑張っていきたい。
原発は反対ですが、なくすことはなかなか難しい。
四国電力は伊方原発３号機を再稼働させる方針になったが、この問題は国民全体で脱
原発運動をすべきだと思う。議員を選ぶとき、国の将来を真剣に考えている人を選ば
ない国民にも責任があると思う。
自然エネルギーは安定性がなく、もっと具体的な安全で安価なものがあれば…。
全てなくしてしまうことは無理があると思う。原発だけに頼らず、自然エネルギーの
必要性は感じている。
日本国中が自然エネルギーで全てまかなうことができたらと願う。
原発が稼働していない時でも電力は足りていた。割安だとか目先の事を言ってごまか
しているが、福島の事故の賠償や、廃炉を考えると最も割高なのは自明である。まし
てや使用燃料の処理も出来ない。米国の顔色を見た政策はただちにやめるべきだ。沖
縄をはじめとする軍事・外交代諸々も同じだ。
脱原発については感情論が先行しすぎているように思える。どうか、まず感情に訴え
る手法（例えばこのアンケートのような…）だけではなく、理で脱原発を訴えて頂け
たらと思う。
原発なくしても電気は足りるのに、なぜ危険な原発に頼り続けるのか疑問。政治的な
問題があるならすごく残念。
心より賛同している。我が家がグリーンコープでんきを使っていないことがとても残
念。素晴らしい取り組みだと思う。
脱原発は当たり前の時代となる。脱原発が主流となるということ。視察した人からの
報告の今回の用紙を大切に保管してコピーなどして人に渡したいと思う。ずっと取っ
ておき、未来の子どもたちに伝わるようにこの用紙「福島の今」を取っておく。芝生
（？）の時代、みどりの地球を、みどりのままで号外も同様に取っておく。
原発は反対。グリーンコープのおかげで原発についてしっかり考えられた。子どもや
家族にも伝える。
脱原発をしても安定した供給量が望めるなら賛成。
クリーンなエネルギーがいいと思うが、原発を急になくしたら困るのかもしれないの
で徐々に移行できればと思う。廃炉の費用も日本国民として考えなければならないと
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思う。
 日本というせまい国土にあまりにも原発が多すぎると思う。なんとか自然エネルギー
による発電所をもっと増やしていかなくてはと思う。
脱原発に賛成
























原発以外で十分に電気が供給できるのならそちらを望む。
稼働していなくてもそこにあるだけで安全ではないので、原発そのものを安全に無く
せればいいな、と思う。稼働していなければよい、ということにはならない。
脱原発には賛成。
脱原発には大賛成。十分な根拠もなく、住民の不安をよそに次々と再稼働している現
実に疑問を覚える。
原発は安いという理由で、政府は原発を推進しているが、私たちの知らないところで
原発に関する費用を支払わされていると聞いた。以前原発を止めた時も他の電気だけ
で供給できたし、廃炉後や廃物の処理の問題もとても不安。脱原発するべき。
原発がなくても電気は供給できるが、原発がなくなっては困る人たちがいる。原発が
動かなくても雇用はあるとか経済は回るとか、外国の例などをもっと日本人は知る必
要がある。
狭い日本の中に世界中で見てもたくさんの原発があることに驚く。何とかしないとい
けない。
原発の限界を感じる。
地震の多い日本で、再び原発事故が起こらないとは言い切れない。子どもや孫にきれ
いな空気を残しておきたい。
声を上げ続けることが大事。
自然エネルギーを蓄電出来る施設・設備があればよいのに。
自然発電が需要の 8 割を超えたので電圧が大きく変化して停電になる可能性があると
発電制限が行われたが本末転倒。いつまで原発に頼るのか。使用済み核燃料の未来永
劫ともいえる処理にかかわる費用や、福島のようなことをこれ以上起こさないように
するためにも人智を結集して今の企業の利益のみを考えることをいったん止めて長い
スパンで節電すること、自然エネルギーの安定供給を目指すべき。
福島の事を考えたら絶対に脱原発すべき。福島のような事故が再び起きないことを願
う。
原発で働いている人の今後の仕事等を確保すべき。
政府の主導で行って欲しい。
何か自分にできることを行動におこしていきたい。
福島のこと、災害による危険性、放射線の怖さ、廃棄物処理のコストを考えれば脱原
発に向けて動く必要性を感じる。
今ある原発を安全に止めることが出来るように考えることが大事。新しく作る事は止
めて安全な電気に切り替えていかねばならない。
選択できるエネルギーがある事が分かれば、利用するものが変わってくる。すぐに変
わらない・変えようとしないのが国なので、個人から変えていくべき。
「今後○年の間に一般家庭と公共施設のみ脱原発を目指す」等限定的な「脱原発」の
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考え方、進め方をしないと難しいと思う。
いつも国の施策に従わねばならない。節電を心がけるのみ。

脱原発だが、電気の供給に不安
 脱原発には賛成だが、資源の少ない日本で電気の供給が十分に出来るのか疑問。
 脱原発により電力の供給に問題はないのか、産業等の発展に影響はないのか疑問。
現状では難しい


個人の力は小さくもあり、大きくなることもあるが、国の考えが現状では・・・力及
ばず・・・が現実なのではないか。
 今までも署名を何度もしているが、一度建ってしまったら原発を 0 にするのは難しい
と思う。原発を稼働させなくても、一人ひとりが節電して他の電気だけでやっていけ
たら、と願っている。
 原発０は難しい。
その他









現時点では原発は必要だが、将来的には０を目指す必要はある。
太陽光発電も環境破壊の一因であると思う。
ヨーロッパで脱原発のところは電気料金がすごく高い。
今のままでは、送電線で原発の電気が混じるので、純粋に脱原発の電気が家庭に届く
ようにする必要がある。
原発には反対だけど、今のままでよい。
原発が稼働していない時も電気は足りていたので、早く脱原発してほしい。
事実を国民に教えてほしい。
原発が無くなることで恩恵を受けられなくなる人も出てくるとは思うが、日本の将来
のことを考えると、無くしていく方向で検討していくことが必要だと思う。

問１１脱原発を実現するため「グリーンコープでんき」の利用者をふやしたいと思います。
どうすれば「グリーンコープでんき」の利用者が増えるでしょうか?











宣伝、ＣＭ
再生可能エネルギーの利点を説明する広報活動を続ける。
電気料金が大幅に安くなれば利用者が増えると思う。出資金などもなくす 教育を強
化する。
メリット、デメリットを明確にし、グリーンコープでんきがあるという宣伝が必要。
もっと知ってもらうことが大切だと思う。
組合員の理解者をふやす。
グリーンコープが持っている発電所（全国）の案内をする その事業の業績を紙上に
出す。切り替えの手続きがめんどう、難しいと思っている。
クリーンエネルギーは必要と分かっているが安定供給できるのか。自分の家の近くに
ないのにどうやって供給されるのかわからない。もっと知る必要がある。このアンケ
ートで少し学べた。
世の中に浸透する方法を考える。
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理解を求めること。
個々で電力を立ち上げるのはコストもかかるので、国でクリーンな電力を作れるよう
に働きかけた方が良いと思う。
このアンケートの問５のようなことを増やす（とても分かりやすかった）。
小・中・高・大学生、一般市民の方へのパンフレットくばりなど。
「グリーンコープでんき」を利用することがどんな風に脱原発につながっていくのか
を広めたらどうか。少なくとも私はまだつながりが分からない。
コスト面で大手電力会社購入と同じ程度になればいい。
現在の原発発電量とグリーンコープの発電量を明記する。
手続きがわずらわしそう。
利用者がまわりの人に利点をアピールする。
原発に頼ることなく電気の安定供給ができていることがわかれば増えると思う。
グリーンコープの電気が自然エネルギーである事をもっと伝えてほしい。知らなかっ
た。
いろいろな方がいるので無理だと思う。
まずグリーンコープの知名度をあげる。利用したら得なのか、損しても環境のことを
考えるのか。少しでも安いほうがよい。
まだ知らない人が多くいそうなのでテレビＣＭで知ってもらう。
電気料金が安ければ増えると思う。
ＣＭ周知が早い。
大手電力会社より２割〜3 割やすくなれば（無理だとおもうが）。
グリーンコープでんきのメリットを利用者がもっとアピールすることが大切。
でんきの自由化になり、他の企業などは何らかのからくりででんき料金を安くしたり
特典をつけたりして集客している。グリーンコープも比較出来るものを考えるかチラ
シなどで現状を知らせる。
地道な広報活動。
全員入ればいいのだが（出資者も増えて）これから年を取って年金生活になるので思
案中。
宣伝を継続するしかない。
出資しているがグリーンコープをやめる時しか返金がない。せめて出資して楽しいと
思えるプランがほしい。例えば出資者に安く利用できる割引制度や旅行プランなど。
まず知ってもらうことから。私もまったく知らなかった。グリーンコープの配達トラ
ックに広告を貼ったりＣＭで広くしってもらう。
先のある若い方に広げるしかないと思う。
切り替え方法を分かりやすく説明するリーフレット等があったらいいと思う。
グリーンコープでんきに変更してどうなのか色々な例を知らせてほしい。
発送電分離や、電事連解体をする。
料金が下がるなら。
メリットを強調してみる。
まずは知名度をあげる。
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まずは「グリーンコープ」の加入者を増すことですがスーパー、コンビニも増え共稼
ぎ家庭も増え受け取りも大変であるので現状は厳しいと思う。
料金が安くなればいい。
宣伝する。
お得感があれば、グリーンコープ利用者割引等。
自然エネルギーの仕組みや、どういう基準で料金が決まるか等を、地道に伝えるしか
ないと思う。毎日の事なので安いほうが良いですが。
季節や時間によって電気需要量には差があるが、この面をクリアして安定して電気の
供給が出来るのか。どのような仕組みになっているのか、説明が足りないと思う。太
陽光は性質上供給力が安定していないというのは、多くの人が知っているところなの
で。
料金プランや利用するとグリーンコープの特典が受けられるとうれしい。
まずは、グリーンコープの加入者を増やすことですが、スーパー、コンビニも増え共
稼ぎ家庭も増え受け取りも困難であるので、現状は厳しいと思う。
まずは知名度を上げることと思う。
グリーンコープ以外の方が「グリーンコープ電気」に入会して、今よりぐっとお安い
とか、今よりもメリットがたくさんあれば、切り替えるのではないか。もっと宣伝も
必要ではないか。
折り込みチラシなどでたくさんの人に知ってもらう。
出資金に配当をつける。
組合員を増やす。
原発がいかに危険であるかということをもっと訴えるべきである。
（日本はたくさんの
プレートが入り混じった地震国である事等。）
廃炉についての具体案。
自然エネルギーの発電所を作っていることをもっと知ってもらうべきだと思う。
（私は
知らなかった。）
生協が考えてほしい。
色々な考え方のひとがいるので、無理だと思う。
原発がなくても十分な電力がまかなえるのか。あとは実際に支払う電気料金に納得が
いくかどうか。
災害時に強く停電が起きにくい安定供給であれば検討したい。
脱原発は望みたいが、現状火力発電が主ではないのか。太陽光が主となれば可能でし
ょうが、現実難しいのではないか。石油（火力発電）に頼っているが、今後の世界情
勢を考えると日本は脱原発をすると電力不足の可能性は高いのではないか。
オール電化がもっと増えれば増えるのではないか。
福島の今を地道に伝えることだと思う。
先の見通しがつけば、何かと考えてみたいと思う。
値段が上がりすぎるとちょっと難しいが、同じか少し高いくらいなら。
問９のような不安を解消したり、グリーンコープ利用者でなくても電気のみ買えると
いうような情報を増やし、組織を大きくしていくしかないと思う。
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安いにこしたことはないと思う。メリットしかなければみんな変えると思う。料金値
上がりのデメリットあれば消費者もいくら環境のためとはいて、難しいと思う。
このようなアンケートを定期的に行うこと。
今回福島に視察に行かれた方が写真・映像を使っていろんな場所（具体的に伝えるこ
とができずすみません）でお伝えし、そこで利用者を募っていく（直接質疑応答が出
来る方が利用者につながると思う。）
映画上映会（脱原発）など。
説明・周知・時間。
自然エネルギーを活用していることのアピール。
出資金をたくさん集め、自然エネルギーの比率を上げる。
具体的に自然エネルギーの発電所を広める必要がある。国はすすんで促すことはしな
いと思う。
深夜電力も利用できればいいのだが。
クレジットカードで支払えるといい。電気の節電コーナーとか料金を具体的に示され
ると安心だ。
他の電力会社と同じ、理想は料金を安くする。
若い家庭に積極的に取り組んでもらいたい。
実際に切り替えた人たちの、切り替える前と後の違いが数値で分かれば、
（もちろん脱
原発がいいに決まっているので）切り替える気になる人も多くなるかもしれない。
グリーンコープは利用しているし、ある程度信用しているが、アンケートに名前の記
入が必要だとか、必ず提出するとかの強制が納得できない。ここまでするなら「グリ
ーンコープでんき」を利用しないと組合員になれないようにしたらどうか。
ほとんどの人が知らないので、まず知ってもらう。それには一人一人がまわりの人に
話す。
利用明細でどんな方法で作られた電力か分かることが産直の野菜にイメージが似てい
て面白いと感じる。この点をよりアピールしていくと今までピンと来ていない人にも
届くかもしれないと思う。
電力会社以外のところから買うのが一般的にならないと難しい。
今流しているＣＭを福島の現状を伝える方に視点を切り替えさせ、グリーンコープの
商品も安全であることを伝える（また、従量電灯は切り替えても料金が上がらないこ
とを強く伝える）。
まずは組合員に広めることから。まわりに勧めることだ。
何に特化しているか。我が家は二人世帯なので利用量は少ない。年金世代はより安価
なものに心動かされる。
オール電化の人用のプランがあれば加入も増えるのではないか。
電気だけの組合員もよいのではないか。
私もグリーンコープでんきに頑張ってほしい。私のように電力会社親族の方が多いの
か。国や大学教授などはなぜ原子力を認めるのか。頭が悪いとしか思えない。憤りを
覚える。
家で発電している方が料金がかからず、
「グリーンコープでんき」にできたら増えると
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思う。
脱原発が必要と思う人を増やす。
「グリーンコープでんき」を利用することでグリーンコープの会員さんが何か特典を
もらえるようにすればどうか。
料金の請求と支払いについてグリーンコープの代金の引き落とし口座とは別の引き落
とし口座から「グリーンコープでんき」の料金だけを引き落とせるようにしてもらい
たい（税務上）。
電力会社を比較するサイト。
今回のアンケート全く知らないことばかりだった。まずはグリーンコープでんきにつ
いて認識を増やすべきだ。
理解者はたくさんいると思う。地道に増やすしかないと思う。問９の問題が明確でな
いと不安で変えられないだろう。
再生エネルギーの技術を進める必要あり。またＬＥＤのような省エネ技術の開発を進
めてほしい。
安定した電力の供給。
このアンケートをポストへ配ればいいと思う。私自身は難しいが、出資のみはしたい。
毎週のグリーンのカタログの 1/2 ページでもいいので案内や紹介の記事を掲載する。
別ちらしだと読まないままのことも多いので。
リーズナブルになることと、どのようなエコかを知りたい。
「料金の安さ」より契約の簡単さや、アプリの連動などで「目に見える電気利用」な
どとすると使用したい。＋ポイントを取り入れ、脱原発のイメージづくりにいかして
もいいのではないか。
具体的にどれくらいの利用者数で脱原発の見通しがつくのか。自然エネルギーの安定
供給に対しての対策内容（災害時）。
難しいかもしれないが生活に直結するからコストダウン。それができればだれでも選
ぶ。
原発の怖さを知らない人、知ろうとしている人、知ろうとしない人が多い。現在不便
を感じていない。もっと福島の事を学ぶ方法を考えなければいけない。書面では伝わ
りにくい。テレビ放送が一番いいのではないか。
ちゃんと電気がとどくのか不安だ。
環境にいいならかえようかなという気持ちがある。
グリーンコープでんきのシステムや発電所等が全くわからないので利用者が増えるこ
とはないと思う。
メリットがあれば変えるが、今のままでは理念に強く共感する人しか変えないと思う。
グリーンコープの割引とかで明確なメリットをアピールしたらいいと思った。
安全で確かであることを広める。
頑張るしかない。安心安全ともに人は経済を優先順位とするのではないか。
原発についての啓もう活動、情報提供など勉強の場を広げる。
グリーンコープ加入者以外の人も利用できるのかがわからない。できるのであればＴ
ＶＣＭ等を通して、加入者以外の人にも出資や利用を呼び掛けるのがいいと思う。出
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資の事や料金の事が分かりにくいのでもっと具体的に明瞭にするべきだと思う。
わからない。政府が原発やめますといえば良い。そもそもグリーンコープでんきは必
要なのか。
まずは、
「グリーンコープ」の加入者を増やすことですが、スーパーやコンビニも増え、
共稼ぎ家庭も増え、受け取りも大変であるので現状は難しいと思われる。
理解を深める。広く知らせる。
大手電力会社の領収書と比較させる。まったく同じ使用量の料金を並べてどのくらい
安くなるのかを示してほしい。
他会社と何が違うのか、リスクも含め説明をする。（停電時など）
料金を分かりやすくする。
グリーンコープでんきに変えた人の感想を発信する。
電力会社の現状を組合員に知らせて理解してもらう。
「脱原発を実現するため」に「グリーンコープでんきを利用する」というところがつ
ながりにくいので、利用が脱原発につながることをアピールしたほうがよい。
切り替える手間の簡単さ、変えても何も通電には今までと変わりがないことを言い続
ける。特に料金の変わらない人にピンポイントで伝える。
原発と切り離して広告したほうが共感される。
送電線の中で色々な電気が混じって、どの電力会社を選んでも品質に差異はないとい
った点が理解されていないと思う。自然エネルギーを利用したいと思っている人はた
くさんいるとおもうので、仕組みを分かりやすく説明することが大切。
メリット・デメリットを分かりやすく。
台風などの影響されない、十分な供給が出来ることをアピールする。
高齢者にも分かりやすく、手続き等のパンフレットも見やすいものにしてほしい。
メディアを使う。今のＣＭが好きなので、どんどん流してほしい。
ぐっジョブなどテレビで取り上げてもらう。
宣伝をして個人の意識を高める。
ネットやＳＮＳでアピール。お得感があれば尚よい。
託送料金の問題をもっとたくさんの人に広める。
こんなアンケートも有効。簡単に見積もり出来たり、ネットで申込み出来たりすれば
よいかも。
班会で伝える！
子連れで参加できるイベントで模型を作るなどの体験や・子どもも楽しめるような見
学を行う。
サービスを良くする
簡単に加入でき、料金も上がらなければ理想的
大手電力会社と変わらない料金とサービスを提供する。
電気料金を安くする。口コミで広げる。
グリーンコープの組合員でなくても加入できるようにする。
値段を下げるためにはどうするか考える。やりやすい節電の普及、24 時間営業を減ら
す。
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安心感・お得感を伝える。
販促や電気代を安くする以前に、電気料金の中に太陽光発電に関わる（売電）料金が
組み込まれている、と聞いたことがある。それが本当ならば太陽光発電は売電してい
ない家庭からも料金を徴収しているのだと思うし、太陽光パネルが破損したり、老朽
化したりしても害はないのかと考えてしまうので、その点が解決したらよいと思う。
政権を変えるのが一番手っ取り早いが難しい。あきらめず、全国の声を一つにまとめ
て政権を揺るがし、方向を少しずつ変えさせることは不可能ではない。
日本の政治を変える。
政府は国民に真意を問わないまま、ここ数十年の間に全国に原発を作り続け、福島の
事故が起きてやっとその安全性に疑問を持ち、たくさんの人が苦しめられ、将来の不
安も抱え、次世代へそのつけを負わせている現状に心が痛む。このままではいけない
と誰もが思っていると思う。
組合員を増やす。
事業の採算性が取れるようにする。
個人宅用の太陽光パネルを販売する。
原発関連で働く人が多く、原発のエネルギーを私たちが使う限り、無くならないと思
う。
理想は電気をあまり使わなくても良い生活を工夫できるアイデアを広める方が、どん
な災害が起こっても心構えが出来るような気がする。
こんなアンケートは嫌い。アンケートを強制するのはやめた方がよい。
誘導尋問のようなアンケート。必ず提出で質問の内容にもびっくり！無理やりで嫌気
がさす。
意見するような表現や対立的な表現はやめるべき。良さをアピール、優しくメッセー
ジを込めた表現にした方が良い。
今回のアンケートでグリーンコープでんきについて初めて知った。広めるには良い企
画だったと思う
アンケートが質問形式で分かりやすかった。こういった資料が沢山の人の目に留まれ
ば理解が深まると思う。
価格について分からないので提示してほしい。
電気代が大手電力会社より安くなるなら、グリーンコープでんきでもいいかなと思う。
安さを売りにしたら良いと思う。
大手電力会社から切り替えると、料金が高くなるという認識だった。料金が変わらな
いことを広く知らせると良いと思う。
脱原発を実現できるかは不明だが、ただ単に利用者を増やすことを考えるのであれば、
低価格といった目先の利益を押し出した内容にすれば良いのではと思う。
ＣＭを流す。
大手電力会社の料金より上がらないで、少しでも安くなれば増えるのでは。
分からない。
このまま大手電力会社を使う。
家の太陽光発電を、グリーンコープでんきに売電できるようになって欲しい。
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夜間電気料金が安くなって欲しい。
地域の集会所などに人を集めて、草の根のように説明会や勉強会を開いてみるのはど
うか。脱原発は未来への私共の責任だと思う。
内容が分かりやすいチラシを配る。
手続きが簡単であること。
引っ越しから入居の際に、電力会社を選択する仕組みがあればいいと思う。
グリーンコープでんきの利点を広めること。
北九州で、学習会をもっと開催して欲しい。
今までの電力会社と変わりなく利用でき、安心できる環境が整っていることをアピー
ル出来たらいいと思う。
初めて知ったことが多く、回答できない。
お得になるプランがあったらよいのでは。
切り替えが簡単だということを、もっとアピールする。
太陽光発電は効率も悪く、まだ途上の技術だが、各家庭での発電を推進していくこと
で、送電ロスも減らせて、普及もできるかもしれない。
今の現状では、少し難しいと思う。安定した電力が確保される保証がないのでは？
福島の原発事故の件で、電気の仕組みが初めていろいろ知られることとなったと思う。
グリーンコープでんきの仕組みも、誰にでも分かるよう伝えていくと良いと思う。
知らないという問題と、大手電力会社と契約するのが当たり前と思ってしまっている
ところが引っ掛かりとしてあるのではないか。このアンケートは知る機会となり良か
った。
電気代というお金がかかることなので、よくわからないものに変更するというのは不
安がある為、もっと存在を知ってもらう必要がある。
チラシ・パンフレットなどで、情報提供のほか、勉強会などを開く。
個人・家庭で太陽光発電している方も多いので、そこからの買い取りや料金プランが
選べるなどあれば良い。
インターネット上での広告（ユーチューブなど）。
「グリーンコープでんき」の利用にあたっての料金プランを具体的に説明する。
多くの人に知ってもらうこと、例えば町内会の会合の時に話に来る。
グリーンコープは質の良い商品も多く美味しいですが、値段がやや高いなどの理由で、
やはり敷居が高い。その部分をクリアすれば増えるのでは。
「グリーンコープ」の名前を別名にすべきです。名前が悪い。
太陽光だけでは不安だと思います。発電所があっても自社の送電線を持っていないこ
とも！しかし、大手電力会社の高圧線建設は莫大な費用がかかりメンテナンス人員等
にも費用がかかるのです。
係の方が一軒一軒巡回して説明し、手続きを会社の方がしてあげれば応じる方は多い
と思う。
神在太陽光発電所に以前見学に行った。そこで色々と勉強になり少し知識が広まった。
もっとそういう機会が増え、電力に関して考える人が多くなれば利用者も増えると思
う。
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国民が賢くならなければいけない。話題をできるだけ持って人々に会う。
安定供給が確保できること。
この問題は、国のレベルできちんととらえてほしい。グリーンコープがだめではなく
て
自然エネルギーによる電力供給をする。そしてそれを売りにする。現在のゴミ火力に
よる電力供給はグリーンコープが関わらずとも生産されるものであり、意味がない。
自然エネルギーを使わなければ脱原発の役に一切なっていない。
この一連のパンフレットはいいと思う。
（ただしもともと興味・関心があり、きっかけ
がないだけの人に限るが…）
わからない。私は利用するつもりがない。ライフラインに関わることは長い経験のあ
るところでないと心配だから（外国でいろいろ問題が起きているようだし…）
10/3 のあさイチで電力の特集をしていた。自然エネルギーの発電所を選んで電気を買
っている人も出ていた。話のネタになるのでは。
個人の意見をたくさん集める。
ＳＮＳを利用する
グリーンコープに入っていて良かったと思えるような理想的な店にすることだ。
（品質
を下げないこと・欠配しないこと）
周辺の人に説明
グリーンコープの利用者を増やす、商品の魅力をもっとＵＰさせてファンを増やす。
それがでんきの利用者数につながるから
グリーンコープでんき利用で具体的に何が変わるのかが理解できて料金がいままでと
そこまで変わらなければ
本紙アンケート問５の枝別れは参考になった。もう少し具体例（使用料の換算等）が
あれば理解しやすいかも…。理屈は分かっていても出資は抑えたいものなのでバック
マージンがあればそれは魅力的で捨てがたいものだ。比べる土俵ではありませんが、
現状。その打破はやはり価格だろう。
原発が減少すれば利用者数は増える
どの家庭も料金が上がることがないようになったらいいと思う。
うちの夫も勝手にガス会社にしてしまったのだが…。グリーンコープ＝高いと思って
いるのでは？
現在太陽光を自宅でしている。これ以上の負担は出来ないため出資できない。
まず「グリーンコープでんき」を利用している家庭を使って「ここが素晴らしい」と
いう情報をテレビ等で流すことが費用もかかると思いますが、見返りも大きいと思う。
電気の安定供給価格に関するデータ・資料などを用いてメリットを説明する・。
政府から援助があって電気代が安かったら家計に優しくて利用者がふえると思う。
原発に関わるお金（託送料金の一部）を払わずにすめば電気代が安くなるので、原発
が嫌な人は原発に関わるお金を払わなくてよいというメリットがあればどうだろう。
単純な話として、
「グリーンコープでんき」がコスト・リスク・発電需要に対する供給
量を満たすことができれば宣伝せずとも率先して原発にとって代わると思う。
原発で事故が起きた後の土地で人々がどうなったのかを広く人々に知らせることが必
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要かと思う。
 何かお得になる事とかあると考えるかもしれない。（金銭的に）
 組合員に個別に対応していくこと。配達の時は担当さんから直接話を。会えない方に
はお電話で説明を。今回のこのアンケートもとてもいいと思う。わたしも改めて意識
した。
 共生の時代号外、みどりの地球をみどりのままでを読むと、今は廃炉の為に莫大な費
用が加算され、今後もそうなるようなことが言われていたので、その費用を簡単に支
払える人（会社も含め）に支払わせるのが私の考えで、いくら電気を使用してくれる
からって平等に一人一人払わせるのは酷。だから自然の太陽光発電も自宅でしてみた
いし、自然エネルギーに変換することは好みだった。けれど、シャープの太陽光発電
なども１００万とかするし、そんな大きなお金かけなくて小学生の夏休みの工作でで
きる自家発電とかないかとかも考えていた。安価な値段で誰でも入手しやすく。
 一人でも多くの人に 伝えて知ってもらうこと 出資は続けたいなと思う。
 グリーンコープの値引き（配送料など）や、大手電力会社よりも安くする。
 グリーンコープでんきしかなければそれにします。正直今他のことで忙しく、電気の
事を見直す余裕がない。
 知らないことが多いので、脱原発について、グリーンコープでんきについての情報を
テレビで放送するなどどうだろうか。文字にすると読まないことが多いので。
 手続きが面倒そうにみえるのと、変えたらどうなるかよくわからない。料金が変わら
ないけど、その他変わることはないのだろうか。
（質問事項）
大手電力会社が太陽光発電を買わずに原発で補うということを新聞で見たことがあるので
すが、どういうことか？これが本当ならばおかしい（？）と思う。
※福島報告を涙と怒りがこみ上げるのを抑えながら読ませていただいた。常に我が事と考
え、そして豊かな未来を残さなければと思い、自分にできることは何かをしっかり考えた
いと思った。

京築支部
問９「グリーンコープでんき」に切り替えたくても出来ないと思う理由があれば、お書き
ください。









経済的理由。
電気料金が安くなれば。
手続きが面倒。
借家なので。
家族・親戚が大手電力会社に勤めている。
家族の了承。
オール電化にしている。
説明が足りない。
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太陽光発電しているので自己充電で賄えばと考える。
自宅に戻ればグリーンコープ電気に変える。
電力の供給量と価格が安定するのか不安。
停電しやすいということはないのか？
解約金が気になる。
大手電力会社の線を使っているのにグリーンコープでんきと言えるのか。それが理解
できない。
グリーンコープをいつまで続けられるかも未定。
太陽光発電を設置しているが切り替えられるか？
ずっと大手電力会社だったので切り替えるのが不安。何かあったときの対応は大丈夫
かなと思う。
グリーンコープでんきについてまだよく分からない。手続きに時間がかかるのでは？
廃炉にお金がかかるのも自分たちの責任。皆が責任を取らなければ日本の責任を誰が
とるの？
金額が上がる。
手続きが面倒。
家族の事情により。
自分が理解できていないので家族にも説明できない。
借家。共同住宅。
小さい子がいるため余裕がない。２
年金生活で余裕がない。
家族が大手電力会社。
太陽光発電を設置し、大手電力会社に売っているので大手電力会社を購入しているた
め。
現在検討中。
何か故障やトラブルがあったときに対応してもらえるかどうか心配。
オール電化なのでできない。
料金システムが不明。
自然災害の場合、電力不足になるのでは？復旧方法。
長年の信頼感。家族の年長者は不安がある。
今は家族が多く電気代が高いのでもう少し考えたい。
現在の料金システムで満足している。
自然エネルギーはすばらしいと思う反面、不安定というイメージがある。
太陽光発電を取り付けている。
別を考えている。
料金の比較がわかると良い。
大手電力会社での 10 年の買い取り期間後確実に GC で買い取りしていただけるのであ
れば考えてみる。
高齢だから。
料金が上がる。（シミュレーションしてもらった方もいた。）
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家族の同意。
まだまだ分からないことが多い。理解していない。
手続きが面倒。大変そう。
安定した十分な供給量の心配。
いつ引っ越しするか分からないから。
高齢だから。
切り替える必要がないと思っている。
実績がない。今後のことが不安。
新電力を考えている。新電力に切り替えている。
借家だから。
内容がはっきりわからない。
深夜電力で安くなっているので今のところ切り替えたくない。3
オール電化のため。
太陽光発電しているから。
家族が大手電力会社。
切り替えを考えようと思う。
今の状態で不便を感じていないので分からない。
出来ない理由はないが太陽光発電に何となく違和感がある。生活の中で感じる太陽の
恵みみたいなものを打ち消す気配を感じる。
今は子どもたちにお金がかかるので将来的に電気料金が下がれば検討したい。
支払い条件が今のままでは変えられない。
以前は利用していたが引っ越して電気使用量が増えたため。
太陽光発電がまったく大丈夫と思えない。
新しいものにすぐに切り変えようと思わない。
自営業のため。
現在 2 年契約しているので。
原発を稼働しなければ大手電力会社でも良いと思う。
出資の余裕がない。
スマートメーターを家にいれたくない。
経済的理由。
詳細がわかり、機会があれば。
そこまでグリーンコープに頼らない。
様子を見たい。考えてみたい。
他を利用。出資はしている。
メリットとデメリットを把握しようと思う。

問１０脱原発についてご意見があればお願いします。




脱原発賛成。30
脱原発に不安あり（電力不足）3
学習会が必要。3
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原発に代わる自然エネルギーで生活できればと、未来の子どもたち、地球にやさしい
生活ができればよいと思います。未来を生きる子供たちのためにも今生きている人が
残せる最大のプレゼントに環境を！3
廃炉にしてほしい。2
太陽光発電をしている。2
原発はこわい。
日本は災害大国なのに原発をこんなにたくさん作ってしまう。福島の反省もなく自殺
行為。政府が信じられない。
人間の力で作ったものは人の力で止めることができなければならないと思います。福
島の人の気持ちを考えるとやめてしまいたい。
完全な脱原発は実現できない。一部の人たちがエコを望んでもそうでない人たちがい
る限り難しい。いくら危険性を訴えても、事故が起きても原発が完全になくならない
のはそういう事だと思う。
生活資金に余裕がないと援助も出資もできないという現実もあると思う。
政治が変わらなければ脱原発はできない。国の指針を決めるのは国会議員。私たちが
その人たちを選出している。
人だけではなく土地そのものが汚染されてしまう危険な原発より、安心安全な自然エ
ネルギーが良い。知らないことが多い。自分にも責任がある。
核のゴミ処理方法が見つかっていない中での原発は即時ストップすべき。
安く電気が作れる原発、廃炉に年数と金がかかる原発。プラスの部分とマイナスの部
分とのバランスがとれていないのがおかしい。
自民党では脱原発はないです。
原発であんな怖い思いをしている人たちがいる。日本に住んでいるみんなで考えなけ
ればいけないことだと思う。
反対運動をしたい。
原発は利権がからんだもの。本来いらないもの。国の対応にも不信感しかない。将来
なくしていくべき。
政府に鋭い目を。
電力を使わない。電力を減らしていけるもの、ことを考えないと。
原発停止を願うが、現実は原発に関わるさまざまな人々の立場から進んでないと思う。
豊前市には火力発電所があるので原発の必要性を感じない。今動いていない火力を使
っても良いと思う。
原発だけでは事故があったときや他の発電では限りがあると思う。
賛成だが電力の保証が心配。
良いことだと思っていてもできない人もいる。
良いと思うが現実は難しい。
何をどうしたら良いかわからない。
北海道の地震のときのように電気が使えなくなるのが不安。
福島の現地調査にいった。風評被害だけではなく住んでいる人たちの人間関係もこわ
してしまった。ひどい状態にびっくり。佐賀の視察で賛成派と反対派の看板を見てつ
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らくなった。
メルケル首相はさすが女性だと思う。
自然災害が多発しているので脱原発賛成。
脱原発イコールグリーンコープでんき利用でもないとおもう。
脱原発賛成。18
福島のような事故が起こらないとの確信はないので、原発はやめてほしい。3
地震国には不安。3
今回の事故で国や電力会社の対応に不信感があります。
原発だけに頼るのではなく将来安心して電力の供給ができるような何かができれば良
いと思う。
台風や震災で原発の危険をもっと取り上げたらと思う。日本は原発に向かない。
原発以上の自然エネルギーでないと難しいと思う。
季時別プランなので料金が高くなる。
未来やこれから先のことを考えて安心・安全な地球になるなら税金とか料金とかが高
くなっても賛同したい。
国全体で対応すべき。問題だと思う。次の世代を見据えて。
節電を心がけている。
福島の事故があって、遠くドイツでは脱原発を決めたと聞いている。なぜ日本で原発
を止められないか不思議。いろいろと利害がからんでいるようだがよく分かりません。
原発がなくても火力・風力・自家発電・太陽エネルギーなど電気を供給できるのでは？
理想と現実は違う。年金暮らしになれば安いほうがいい。
現代の電気に頼り過ぎる生活では脱原発は難しい。あまりにも大きく深い問題。
原発は危険だけど地域も助かっている部分があったりするので、何か別のエネルギー
に少しづつかえていくことが良いかと思う。
安全に原発は使用できないのか？
処理に長い年月と費用がかかる。人間にも恐ろしい放射線の影響を考えたら自然エネ
ルギーへの変更をするのが未来の子供たちのためになると思う。事故が起こる前に脱
原発へ進んで欲しい。
原発反対ばかりではなく代替エネルギーのことをもっと考える機会があればと思う。
脱原発賛成。
地震や災害が多いので脱原発賛成。
太陽光の設備も乱立しある意味こちらも自然破壊に思われる。周囲の景観が悪く、蓄
電池の産廃などわからない問題がまだあるように思う。
脱原発には時間がかかると思う。原発に代わる十分なエネルギーでまかなえるように
なるためにはまだまだ課題も多く時間がかかると思う。
福島のようなことを 2 度と作ってはいけない。子どもたちのために安全な地球を守り
たい。
原発事故の悲惨な状況を繰り返し伝えていくことが重要。
国が率先して取り組むべき。
原発再稼働も疑問。
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脱原発という前に、今使用している電気量を減らした方がいい。こんなに電気で成り
立ち不自由なく暮らしていながら脱原発といっても難しいと思う。2
原発を使わなくても自然エネルギーで十分賄えている。2
次々に稼働に動いているのはなぜなのでしょう。送電線にも空きがあるのに使わなか
ったりとか。
福島のような事故がまたどこで起きるのか分からない。廃止しても維持していくにも
多額の費用がかかる。この責任は誰がとるのか。
電気料金に上乗せは許せない。
事実を知らないことだらけ。
発電コスト、電力の安定供給を考えるとなかなか難しいと思う。
太陽光発電で現状と変わらず何の心配もないのか料金も変わらず使えるか安心感がな
い。
人間の生命、財産、未来をも奪う原発事故は絶対に許されない。脱原発は命を守るこ
と。
原発に使う費用をあてれば実現可能では？
3.11 の出来事を貴重な教訓として、これからの社会づくりに生かすこと。それが被災
地でない私たちにできることなのだと、今回このアンケートで再認識することができ
ました。
政府の方針が変わらないと難しい。
目に見えない臭いもしないものをどれくらい浴びているか分からないのが怖い。
節電に心がけみんなで協力できるように話し合う。
チェルノブイリや福島の放射能問題が解決していないのに再稼働はよくないと思う。
玄海原発で同じようなことが起こると考えると恐ろしく思う。原発に替わる自然エネ
ルギーをもっと普及する必要がある。
原発の廃棄物が出続けるのに不安を感じています。
すでにある原発をなくしたときにきちんと処理できる研究ができないのかと思う。
他の選択肢がわかりにくい。信頼性・安定性など不確かな要素が多い。
原発停止後の安全性が心配。
原発は危ないという考えはありますが全く 0 まで考えがいかない。原発に替わる電力
の確保がまだまだだと思うと原発に頼らざるを得ないのかなとも思う。
次世代のエネルギーが明確になれば原発は自然になくなる。
人間の力でストップ出来ないものを再稼働するべきではない。
日本人一人一人が電気使用多加。原発に依存しなければならないほどの生活を送って
いることに気が付かなければ脱原発への道は加速しない。原発のほうが利益を得る人
が多いんだと思う。
どの電力会社を選ぶべきかはよく分からない。
放射能の問題や核の廃棄物の問題などを今現在のみならず未来の日本、今の子どもた
ちに背負わせてしまうことになるので安心安全なエネルギーシステムをと考えていま
す。
今の状況、何をしたら良いか思い浮かびません。せめて節電に努力したいと思う。
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脱原発が原発廃止となるのでしょうか？未来のエネルギー確保が不安。
なぜ自然エネルギーが進まないのか理由もよく分からない。
出資できる余裕はない。
原発の事故については当時の国の対応が悪いからであってそれ以降の安全対策はかな
りされていると考える。実際避難区域が分けられているのは生活ができるレベルまで
放射線量が下がってきていることだと思う。
原発を作るのに大変熱心に考えるのに終わったときのことは熱心に言わないのはおか
しい。作る前に考えるべき。
原発だけではなくどの発電にもデメリットはある。
自然エネルギーのみでも不安。自然災害の時が不安。

問１１脱原発を実現するため「グリーンコープでんき」の利用者をふやしたいと思います。
どうすれば「グリーンコープでんき」の利用者が増えるでしょうか?























アピールが必要。地道な広報活動。CM で伝える。
価格の問題が一番。安くなれば。
たくさんの方に知ってもらうこと。しっかり伝えることが必要。分かりやすく。SNS
口こみ。
組合員を増やすこと。
知らないことが多い。
なんとなく不安もある。
少しでもメリットがあれば。
グリーンコープでんきで電気を使わせるのではなく電気に頼らない暮らしや代替エネ
ルギーの推進など別の視点で考えなければいけない。
原発以外でも安定して発電できる仕組みができたら。
住民に原発の危険性と廃炉にたくさんの費用がかかることを伝えること。
安定供給ができることを知らせ広める。
意見を求めたり、アンケートの名前や連絡先を求めることに違和感を感じる。無記名
でもよいのでは？
自然エネルギーを利用するメリットを分かりやすく伝えてほしい。
問 4 びっくり。ありえない。これを広めて。
面倒だとも思う。それを払拭させる広報活動が必要なのでは？
大手電力会社の送電線を使用している点がすっきりしない。結局大手電力会社なのか
と思ってしまっている人もいるのでは。
直接売り買いできる電力会社を作ってほしい。
組合員以外にもこの運動を広げる。
まずは活動組合員からすすめてほしい。
年金生活。
グリーンコープ加入時にグリーンコープでんきを必須にする。
発電と送電をすべてやっていける会社の設立が可能か？もっと根本的な問題について
考えるべき。
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女性に訴えかけるような方法が良い。
平日にあるつどいなどのような会に参加することができなければ知ることはないと思
います。
原発のこわさを知ってもらう。
認知度が高まりみんなの関心が高まるようなきっかけがあれば。大手電力会社という
昔からの会社の影響はまだまだ根強いと思うのでそういう人たちの意識を変えるには
時間と根気が必要。
グリーンコープは高いイメージがある。
安くなれば。料金が変わらなければ。
もっと広告を。
みんなの理解を深める。わかりやすい説明。
グリーンコープでんきを利用している方の講話などを口コミやキープショップに提示
して目にする機会を増やしていく。替えた方の実際の声を聞いてみては？2
具体的な変更後の数字を出してイメージしやすくする。
原発がなぜ悪いのか知らない人が多い。政府が原発の必要性を話しているのもおかし
いと思うのでそこをお知らせしたらと思う。
グリーンコープでんきに入ると割引やプレゼントなど何かメリットがあるとお勧めし
やすい。
経済的な面からのメリット、デメリットを明確に打ち出してもらえると分かりやすい。
TV・広告・新聞など常に意識させる。チラシ配布。
出資金をだすゆとりがない。
不安をなくすためには紙面の説明だけでは難しい。
原発に関しては、本当に知らないことばかりだったのでこれからも周知活動を続けて
いけば増えるのではないか？
情報が少ないと思う。
日々の生活に追われ手間がかかることは面倒。
原発の危険性についての正確な情報や根拠を発信し続けることによって、原発につい
て皆さん自身で考えてもらうこと。
員外へのお知らせ。
メリットのアピール。
電気料金の割引サービスがあれば良い。
料金が安くなるなら。
員外に CM や新聞でお知らせ。アピールしていく。
メディアを利用して日本中の人たちに知ってもらう。
安心して使えること。
メリットがあれば。
このような事実や情報をもっと発信させるべき。
組合員には切り替えで割引や何か特典があると良い。（ポイントやグリーン券など）。
詳しい情報が必要。分かりやすく。
原発のリスク恐ろしさを知ってもらうこと。
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北欧など脱原発に成功している国のことを知ってもらい現実的に脱原発は可能である
ことを周知する。
メリット・デメリットをきちんと示す。
日本だけではなく地球レベルでかえる必要がある。
大手電力会社の信頼度が高い。（送電線は大手電力会社のものだし。）
比較の説明があると良い。
実際に使っている人の声が聴きたい。
他の電力会社との違いが分からない。
災害の時どのようになるか心配。
次の自然エネルギーの良いところも悪いところも全て分かれば良い。
電気＝大手電力会社と今まで思っているので実績が積まれれば良いかも。
組合員が全員グリーンコープでんきを利用すること。
電気代などや経営方針などエネルギーとしての安全性以外に消費者の安心・安全が得
られる内容を提示しつづけることだと思う。
切り替えが面倒ではなければ。
グリーンコープでんきの利点をもっと多く伝えていったら良いと思う。
自然エネルギーのことを知ってもらう。
経済性よりも地球全体の負についての説明。事故による被害の状況説明。
書類を見せるだけでは人は動かない。人が説明なりしたほうが良い。
グリーンコープの利益のためなのか？目的があいまい。
１番目に付くカタログに記載していく。
原発の不必要性、事故の恐さを分かってもらえるような学習会を開く。
今回のアンケートのように分かりやすくシステムなど説明してもらえると理解される
と思います。私も今回初めてアパートでも切り替えできると知りました。
最初のころに比べるとグリーンコープでんきを知っている人が多くなったようです。
とにかく時間をかけてください。
興味がなければ増えないと思う。自分には関係ないという考えがなくなれば増えるの
ではないか？
分かりやすい説明や気軽に行ける説明会があれば良いと思う。
グリーンコープでんきについてもっと詳しく知りたい。
今は他の電気会社でポイントがたまる。（組合員なのに非協力的ですみません。）

八幡西支部
問 9「グリーンコープでんき」に切り替えたくても出来ないと思う理由があれば、お書き
ください。





家族の理解が得られない
料金が上がるから
スマートファミリー/スマートビジネス/スマートファミリープランだから
季時別電灯、時間帯別電灯、 電化でナイトセレクトだから
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深夜電力だから
手続きをしようと思わない/面倒だから
クレジットカード利用が出来ないから
今のままでいいから、年なので現状のままにしておきたい、別にない、現状に満足
エネファーム、他新電力
マンションで一括、家賃に含まれている
方法がよくわからない、詳しい説明が欲しい
グリーンコープでんきに対する不安感（経験不足、大手電力会社の安心感、等）
太陽光売電している、検討している
大手電力会社社員
引っ越し予定だから
グリーンコープ組合員しか利用できないのでは？
家計に携わっていないので決められない
"自分の勉強不足・情報不足が一番の理由だと思います。どの意見を聞いても、一方的
に感じ、判断の基準が自分の中にありません。
本資料は比較対象がはっきりしていて、とてもいいと思います。少し理解が進んだ気
がします。
太陽光パネルの最終処分方法等が不明。それより、現段階では電気の使い方に目を向
けていきたい。（自分はすでにグリーンコープ電気ですが）
電気代が高くなるのではと心配しているのでは？
旧年、大手電力会社の電気ご使用量のお知らせを担当者に提出しましたが、なんの説
明もなく返されてそのままですので、グリーンコープさんが判断されたのでは？
生協は出しゃばりすぎる
電気、生命保険で働いておられる方も沢山いらっしゃるでしょうに・・・
電気代が大幅に上がる可能性があるとのことで、現状難しい。
家の中に、工事の知らない方が来るのがイヤ。電気の安定供給が不安。
売電だけ大手電力会社というのは無理
電力と合わせて、インターネット、TV、他の契約をしていることと、それに係るのが
知人であるため
大手電力会社勤務者がいる
ソーラーシステムへの不安
発送電分離ができない限り、何をしても変わらない。
切り替えた際に、個人的なメリットとデメリットを明確に知りたい。
何となく不安。
他の電力会社と契約している
支払い手続きがよくわからない。
公営住宅切り替え不可と思う。
市外在住のため。
売電しているから。
電力関係の仕事だから無理
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何かあった時にすぐに対応できるのですか?
切り替えの方法が明確でない
いつまでグリーンコープを利用するのか決めていないので
わからない
高齢だから
他社の電気に切り替えた
賃貸だから
主人の仕事上契約しないといけない（子どもの仕事）
大手電力会社関係
国の再生エネルギー対策が不十分
引っ越し後旦那と相談して検討
住宅と事務所の関係で
電力と動力の二口使用している
メリット・デメリットなど先が見えないこと
太陽光をつけている
料金
今はできない
グリーンコープを脱退した時に不安
二世帯住宅のため
災害時等で供給がストップした際大手の方が復旧が早いのではと思うから
太陽光を疑問に思う
検討中
高齢
他社電気に切り替え
もう少し学習してから
周りがしていない
集合住宅だから
賃貸だから
災害の対応に不安
グリーンコープでんきに不安
発電（売電している）
勉強不足でまだよく分らない、時間がかかると思う
切り替える必要性を感じない
現在、他の電気なので
他の電気に切り替えたばかり
年寄 2 人の生活なので
仕事の関係で現況では厳しい
不安を感じる
送電への不安
自然災害等の時、不安を感じる
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グリーンコープ電気の事が良く分らない
新電力事業をしている
４〜５年様子を見てから決めたい
金額面の事が大きいが、そのうち切り替えたい
温水器のローンがあるので切り替えできない
グリーンコープをいつまで続けるかわからない
他の電力会社を比較していないため
大手電力会社に勤務していた、している(親戚、みうちに）
引っ越し予定があるから
年間使用量が多くないので、今のままでよい
大手電力会社に売電しているので、他の電力は使用できないと思っていた
年齢的に出資の負担は重い
光熱費に関しては、義母が管理しているため
強制されるならやめたいと思う（アンケートなどの）
生活を変えたくない
蓄電池を設置している
永住のつもりが無いので、グリーンコープでんきに切り替えるか思案中
特になし

問１０脱原発についてご意見があればお願いします。
















原発のこわさはもとより、原発は動かすほど永久に（放射能を出し続けて無化できな
い）核のゴミをため続けます。便利な生活の中に隠れて増え続けているゴミ。その最
たるものが原発だと思います。みんなで発信して子どもたちの未来に少しでも希望を
持ちたいと思います。
これからも地道に活動していくしかないのか？
年齢によって温度差を感じています。
原発を作ろうとする段階で、どうして大きな運動ができなかったか？残念です。
脱原発は必要不可欠と思います。
でも、水と油を完全融合させる技術開発に成功した Eneko Holdigs の燃料事業「エネ
コプラズマフュージョン」
「Eneko ガス」の誕生を知り、発電もできる事で、これが普
及すれば石油も原子力も使わず電気・ガスも供給できると思っています。
原発がなくても、他の発電方法で出来るのではないかと思います。
国と電力会社が画策して国民に何も知らせようとしない。
脱原発は可能だと思います。
原発を続けたら日本国土全体が廃棄物の埋め場所になり、人が住めなくなると思う。
若い人の協力が大事と思う。
"脱原発には賛成です。
北海道地震の時にブラックアウトになった時、電気は必要以上に無駄な消費をしてい
ると思いました。
電力の消費を減らすような暮らしをもっと考えなくてはと思いました。
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脱原発は大切な事ですが、今の政府では難しい。将来的には完全廃止にしてほしい。
脱原発は大事だと思う。だから自宅を建てる際、少しでも自分で何かしようと思い、
ソーラーをつけたが、出資にはとまどう。事業としてするならば、出資者には事業が
うまくいったときには出資に見合う還元があるべきだと思う。
ひとたび大地震があれば、また福島のようなことが起きかねない。ヨーロッパでは原
発をなくす国がふえているのに、日本が止められない原因は何なのか知りたい。
私達の自由や自然をうばっている、恐ろしいもの。
どうしてこう残酷なものが残っているのかが不思議・・・。
東電の福島原発事故、その前にも何度も大きくはないがいろいろ事故が起きているこ
とを考えると、なくてもいいと思える。また、稼動していなくても電力が足りていた
こともあったので、廃炉にしてほしい。
時間はかかると思いますが、あきらめずに脱原発を目指して取り組みを続けていって
ほしいです。
日本に原発があるのがおかしい。被爆国という、自覚がないのでは？
地震大国での原発はもう限界だろうと思う。原発は安く大量にエネルギーを作れるで
しょうが、自然エネルギーにシフトすべき時期。核兵器作成への応用ノウハウも充分
にできたのでは？原発が絶対に安全ならば、霞が関や皇居付近に作ればいい。国内の
自然エネルギーで賄えたら理想。日本の英知を結集すればできるのでは？
自然エネルギーで日本の国が賄えるなら、それがよいと思う。
原発は基本反対です。その電力量と相応の自然エネルギーを発電できるようになれば
いいなと思います。
原発については事故のこともあり、決して良いとは思いません。ただ、反原発を声高
に訴える方々の印象がどうにも悪く、正直積極的には関わりたいと思えません。どの
電力にもメリットデメリットがあり、どこに重きを置いて選べばよいのか、迷う人も
多いのでは？
原発で働いている人もいる、なくすとこまる。
太陽光でも災害が多いとできない。
全部を変えるには年月がかかり、こまる。
料金がかかる。
原発抜きで電力が足りるのか？
脱原発には反対です
太陽光や風力の不安定な電力をベースには出来ないと思います。一番こわいのは停
電・ブラックアウトです
充分な蓄電技術のない現時点では脱原発を目指すべきではない。原発・火力・水力も
必要。日本近海にメタンハイドレートという資源が大量にあるそうです。その実用化
に期待します。
脱原発に向かっていかなければならないと思いますが、今のところ原発に頼るしかな
いのでは
太陽光パネルの処分方法・費用などにも問題があるのでは。新たな公害問題が起こる
のでは？
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安定供給に不安がある。
無関心（興味がない、身近に感じない、等）
日本各地で、地震が起こるたびにヒヤヒヤする。原発に頼らないようにするためにも、
自分の生活を見直さないといけないと思っています。
原発はなくした方がいい。けれども、今年の夏は暑かった。
必要だと思う。フィンランドのオンカロ、これを知る事も必要だと思う。
激化している自然災害、地震などに原発施設が対応できないのでは・・・と心配にな
る。福島の事故の際のしばらくは原発なしで電力が供給できたのならば、風力、太陽
光など、再生可能エネルギーが良いのではないかと思う。
原発事故の危険性は十分承知しているが、現在の状況では脱原発は無理。自然エネル
ギー発電にもいろいろと問題がある。
未来の日本に、現在の原発による発電では、たくさんの処理できない核燃料が残るこ
とを踏まえ、他の発電の在り方を国は考えるべきだと思う。
ドイツができているのに、なぜ日本は進まないのか、政治的な力が大きいと思う。
政府の態度、及び環境に対する国民の無関心と知識の低さが買わない限り、脱原発は
無理であろう。10/13・14 に対する大手電力会社の対応。
グリーンコープでんきに切り替えるとどうなるかといことについての説明が、少し足
りなかったと思います。いつから切り替わったのかも知りませんでした。
原発に頼らず、内需拡大が可能であれば、頼る必要はないです。しかし、太陽光・風
力発電にしても、日本内では自然破壊につながってしまっています。
脱原発に賛成。
別に原発がなくなればいいと思いません
子どもや孫の事を考えると、脱原発に向かわなければ…と思います。
メガソーラー設置による森林破壊には反対
原発なくして電気代が上がったら困る
原発に変わるエネルギーが十分になるまで無理
政治的に無理だと思う
福島の現状を国がもっと正直に開示して欲しい
国が脱原発に方針を変えなければ変わらない
原発に頼らず、安心な電力供給があるのならば広く知らせてほしい。
現在災害時、故障などで停電が起きていますが、電力たりるのですか?
山を壊して太陽光発電作って「自然エネルギー」は間違っている
自然エネルギーが増えてほしい
企業が率先して取り組んでほしい
国が原発ありきだから難しい
太陽光による地域の自然破壊や騒音などの問題がある
資源のムダ使いを考え、エネルギーの使い方を大事にすることが大事
省エネを考えるべき
他にどんな発電があるのか。発電所で働いている人が仕事を失い家族には生活できる
のか新しい雇用やお金が保障できるのか脱原発にさんせいとは言えない
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理想と現実がまだかみ合っていない
グリーンコープでんきに切り替える
理由不明
ソーラーパネル反対
最善なエネルギーがわからない
国が原発ありきで何をやっても変わらない
原発はまだ必要
CO2 が増えるのは問題
原発で生活している人がいる
政権が変わること
安全な原発を目指し息子が研究中
グリーンコープでんきに少しだけ応援しているので頑張ってほしい
グリーンコープでんきの運動を継続してほしい
真剣に考えていきたい
原発で利益を得ている人がいる事が問題
脱原発にこだわらず、原発を安全に利用することも必要なのでは？
自然災害が多いのですが、その心配は無いのでしょうか？
太陽光発電などで山の木々が切り倒されて自然が失われているので脱原発ばかりが必
ずしも良いものとは思わない
自分が必要以上につかっている、でんきの生活を見直すべき
原発は廃棄物の処理分の費用も含めてコストが高いのか低いのか、国は考えてほしい
処理できない廃棄物を増やしてどうするのでしょうか？
政府が大々的に変革しなければ難しい問題
原発が無くても電気が充分に賄える環境が整ってくれる事を望む
福島の悲惨な現状を見れば、逆に原発を推進しようとする政府の考えには共感出来な
い
福島視察の新聞を見てより考えさせられました。わが身も(長崎の被爆者です）原発は
絶対反対です。
今のこの電気に頼りきった生活を変えないなら、それに見合うだけの原発に頼らない
発電の方法を考えなければならないと思う。

問１１脱原発を実現するため「グリーンコープでんき」の利用者をふやしたいと思います。
どうすれば「グリーンコープでんき」の利用者が増えるでしょうか?






お得感を出す
その他
利用の仕方を教える、アピール
利用の少ない組合員さんも増えていると思います。
せめてグリーンコープで働く職員さん、活動組合員さん、ワーカーさんに「グリーン
コープでんき」を使ってほしいです。大切な「脱原発」を、グリーンコープに集うみ
んなの口から語られたらいいなと思います。
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よく理解していないのでしょう。
わかりにくいのでは？
会員だけではなく、時々グリーンコープの会員募集のテレビなどに、原発のこと、グ
リーンコープの取り組みなど一緒に紹介したらどうでしょうか？
ＴＶ、ＣＭ、ＳＮＳでの発信など、告知を増やす。
良く知らない、理解していない。よく理解できていないと利用者は増えないと思う。
その機会があればいいと思う。
料金の分かりやすさや利用のしやすさ。
思想の押し付けが強すぎるように思う。（もう少し軽くて良いのでは？）
家族、夫婦など、①分かりやすく説明、②未来への負担など話し合ってもらえたら増
えるのでは？
福島の状況を知り、他人事ではなく、どこの地域でも起こりえることだと、理解して
もらう。
高齢化の進む今、難しいと思いますので、若い時から教育していく事が大事だと思わ
れます。若者が集まる機会を捉え宣伝していってはどうでしょうか。
コープというと共済（含ボランティア）的なイメージがあり、企業としての信頼性や
資本力が弱いと感じます。
自由選択が普通の食品なら十分信頼できますが、生活インフラとなると理念だけでは
厳しいのでは？
現組合員だけでなく、広いメディアに訴求する姿勢も必要では？
現在他の電力会社で契約している家庭より、若い世代の方が意識も高いと思うので、
新築等で新しく電力会社を利用する際にアピールした方が加入しやすいと思う。大手
メーカーだけでなく、地域の工務店に協力してもらいフライヤー等を設置してもらえ
ば、加入者も増えるのでは？
わからない
その他
（大手電力会社の）オール電化の料金と変わらないくらいの料金設定が可能になれば
増えると思います。
思想や理念だけでの移行はなかなか難しく、やはりコスト面が課題。
家族を説得するのがハードル高い
大手電力会社の電力量と同じくらいの発電所の数、電力量が確保できる。安心、安全、
料金も安くなる、もしくは、多少高くても地震、災害時に大手電力会社より復旧早く、
自然災害に強い、停電になりにくい、そのための蓄電所、蓄電機があるなど、いざと
いうときに頼りになるでんきであれば利用者も増えると思います。
知人は年配者が多く、出資を誰もしていません。理由は「１０年間は長い」との事で、
組合員でもなかなか理解でしてくれません。
国全体の政治力と共に、一人ひとりが民意を持って関心を持つこと。クリーンエネル
ギーに参加する事。
廃炉にしても１００年は原発事故が起こる危険性があるだろう。そうであれば今ある
ものをしっかり使い切った方が人間の責任だと思う。
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国が脱原発を応援するとよい。
もっといろんな方に知ってもらうといいと思います。夏休みなどに、利用者以外も親
子対象のイベントをやるなど・・・
安心、安全、安定供給。
原発の発電した電気に最終処理の費用を含めていくこと。
今回のアンケートの不明・不安点を解明してほしい。
地道な対応
先ずグリーンコープの商品の利用者を増やすことが大事なのでは・・・
時間帯別電灯料金はできませんか？オール電化なので、料金アップは厳しい。
テレビの CM などで流すと、皆が知る事ができると思う。
福島の状況をもっと伝える
原発ストップの保証
自然エネルギーの安心感
どうして脱原発か詳しく説明すればいい
はっきりとした対応ができれば増えるのでは
切り替えの方法など分かりやすくホームページで宣伝
わからない
知らせる（ＴⅤ・広告）
原発についてもっと知る
国の方針が原発推進から脱却できれば
若い人に期待
増やす必要はない
売電もＧＣでやってはどうか
グリーンコープでんきを大手電力会社に送りその分原発をなくす方向を民意を集めて
強める
→組合員にわかりやすくアピール
安価、安定供給した電力の供給
知らせる（宣伝、知名度をあげる）
理由不明
安心して利用できるか（24 時間対応、安全性等）
組合員以外の利用を可能に
国や行政に働きかける
安定している事をアピールする(安心感)
グリーンコープでんきに変えても料金が変わらない、もしくは安くなる
切り替えた方の話や使用料のお知らせ等を載せる
分かりやすい説明が必要
グリーンコープとグリーンコープでんきの契約がそれぞれ出来る様になったら良い
利用したいサービスがあれば
若い世代を早めに勧誘していく事が大事
TVCM など
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契約者はグリーンコープの注文の割引などのメリットがあってもいいと思う
出資者へのメリット(電気代の割引などあると良い）
太陽光パネルの廃棄の問題をクリアすれば切り替えたいと思う人もいるかもしれない
災害があっても復旧に時間がかからない様にする
子どもたちへきれいな地球を渡す為にも自然を大切にする
可愛い子どもや孫の顔を思い浮かべるべきだと思う
説明と宣伝をし続けるのが大事ではないかと思う
１つの村町(人口の少ない）でグリーンコープでんき利用者 6〜7 割を目指し、自治体
と手を組んでグリーンコープでんきのモデル地区の取り組みを行い、グリーンコープ
でんき利用者の電気代を大幅に下げれば可能なはず。
手間が掛からないことが前提だと思います。ガス会社にも電気の切り替えを勧められ
たが、お得でもそのままです。何でも切り替えは面倒くさい。
多くの人に紹介していく
各県でバイオマスを使った発電所を作る
原発に使っている莫大な費用を新エネルギーへ
カード払いＯＫにして欲しい
安定供給が確実におこなえるのか？
グリーンコープを退会してもグリーンコープでんきは使えるか？
スマートメーターに危険性あり、グリーンコープでんき反対
有名人の起用
グリーンコープの配電が確実に継続して出来るかは数年の経験が必要ではないかと思
う
福銀のクレジット特典をグリーンコープでんきにもつけて欲しい
いい活動だとは思うが、あまり他社を責めすぎでは？と感じる文言があり
少し引いてしまう。共に改善する、という表現でもよいのでは?

折若支部
問９「グリーンコープでんき」に切り替えたくても出来ないと思う理由があれば、お書き
ください。









大手電力会社より安くなるのでしょうか？
自然災害で停電、または自宅への配線が切れた場合、改築等で電気工事が必要となっ
た場合、修理や工事依頼はどうするのか？
エネファームを使用しているけど大丈夫？
オール電化なので、できないのでは？
オール電化の為、電力会社を切り替えられないと思っていた。
オール電化なので、電気代金が大幅に上がる可能性がある為、切り替えできない。(今
後家族が減り、電気使用も減るので、電気料金のシミュレーションをしてみようと思
う。)
1 年以内に引っ越すので、そのタイミングで切り替えを検討したい。
87






































転勤の可能性があるため。
転居の予定があるので、今後検討します。
高齢なので、この先ずっと今の家に住み続けるかどうかわからない。
主人の実家なので話しにくい。
主人がしているので言えない
家族がやらないというので。
生活がきびしいので。
料金が変わらないなら必要でない。
料金などどうなるかわからない為。
電気代が高くなるから。
今より電気代が上がるのは厳しい。
災害時など、供給が出来なくなる事に不安を覚える。
電気料金の仕組みが複雑で良くわからない。もっと勉強してから考えたい。
マンション全体で契約しているので。
自宅のソーラー発電で充電しているので。
大手電力会社ですが、飲食店をしているので、電気料金が 3 つにわかれている。
原発を使用していない新電力を利用していて、セット割引でお得な料金の為、グリー
ンコープも同等の料金になれば利用したい。
もう少し若ければ検討した。
良いも悪しも長い間お世話になっている電力会社だから、切り替えは厳しい。
切り替えたいとは思わない。
組合員にならなくては利用できない。
ライフラインには足踏みします。
マンションなので、何かトラブルが起きた時に大丈夫かと心配になる。その辺の情報
がほしい。
仕事で使っている旧宅が、１F、2F でメーターがあり、2 軒分の基本料金を払っている。
費用が安くまとめて 1 軒分にできるのであれば利用したい。
ガス会社社員の為。
ガス会社に変えている。
知人が大手電力会社の為(大きな会社で安心感がある。)
新電力に切り替えている。
他の電力会社に替わったばかりなので。
個別契約できない。
集合住宅に入居している。
オール電化や真夏の電力量の事を考えると供給量が不安(事業として)。私自身として
は安定供給の出来る方を選ぶ。
面倒だと思ってしまう。
年長者の 1 人暮らしなので、現状のままでいい。
高齢なので、現状のままでいい。
現状のままでいい
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もともと毎月の使用量が少ないので、無理に変えなくてもいいかなと。
契約が変えられるか調べる。
グリーンコープを退会した場合は、手続きがややこしくなるのでは？と考える。
近くに施設もないし、契約したところで、大手電力会社とは別ルートで送電してもら
えるわけではないと思う。説明が曖昧で納得いかない。
切り替えると高くなる
オール電化、太陽光発電
オール電化なので現状のままでよい
いろいろと手続きが面倒
面倒だから
忙しくて対応する時間がない
金額面で大幅に上がるのであればまだ変更できない
現状で良い
オール電化、賃貸など契約にしばられて簡単に替えたくても替えられないという理由
も多いと思う。
子育て中で負担増は厳しい
仕事の関係上
主人の関係でエコキュート（ガス）を使用している
他に切り替えた
ガス会社電気に切替え済み
BBIQ は関係ないのか
大手電力会社はガスとセットにすると割引がある
社宅のため
引越しがあるかもしれない
マンション全体で契約しているため
日々の生活が精一杯でこれ以上の負担が増えるのは困る
一人暮らしで高齢でもあり考える余力がない
光熱費は家族が払っている
老人ホームを探している
年金生活で将来が不安
年金生活なので電気料金が上がるのは無理
高齢のため無理
年金生活のため出資金払いには抵抗がある
一人暮らしの年寄り、８４歳で現在要介護者となる手続き中。
もう少し世の中の動きを見たい
理想とは程遠い電力だ
停電した時が心配だ
安定した電力を供給できるか心配
安定供給できているとは思えない
災害の時に使えない
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非常時の対応環境が整えば考える
支払いにクレジットカードが使用できないため
グリーンコープが説明不足
詳しい情報がない
このような状況を知らなかったので考えてみたい
いずれ検討したい
できない理由はないが、しようとは思わない
日々の生活が多様化していくのは面倒。
変化のなさに安心している
親戚に大手電力会社関係者がいるため
職場に大手電力会社からの出向者がいる
グリーンコープ退会後も利用できるのか
他にも切り替えを勧めてくる会社があり利点があるようだ。グリーンコープでんきは
何かいいことがあるのか
大手電力会社とのメリット、デメリットを考える必要がある
家族の意見が一致するまで待つ。説明説得するための情報が少ない。災害、トラブル、
停電時の大手電力会社でなくグリーンコープの対応策などの情報が欲しい。
主人が反対
結局大手電力会社の設備を使用するから意味がない
太陽光発電の設備が老朽化した後の機械の産業廃棄処理に課題がある
太陽光発電所が多いが、太陽光パネルの耐久年数と廃棄処分する場合の方法と費用が
知りたい。原発同様に利点のみに焦点を当ててはいけないと思うから
もっと送電技術の研究を進め、有効利用できる蓄電方法等も開発してほしい。
我が家は８人家族で相当電気代を払っている。深夜料金と４A の動力を使っても多い月
は４万円。少ない月でも２万５千円くらい。これ以上電気代が上がるときついです。
主旨はわかるがうちには向かないと思う。
２４時間３６５日電気を供給することがどんなに大変か今回の北海道地震でもよくわ
かったと思う、その安定した供給にいかに頼っているかも。停電になった時の備えは
色々しているつもりだが、やはり一番の重要ポイントは安定供給だと思う。残念なが
らまだそこまでグリーンコープでんきを信頼できない。
１年ほど前に「グリーンコープでんき」に替えませんかと連絡をもらったが、今現在
の契約の電化でセレクトナイトが一番ベストだと説明してもらった
夫婦二人世帯で多く電気を使用しない
脱原発は理想だが、すべてのエネルギーを原発フリーにするのは難しいのではないか
難しいのでよく理解できない
グリーンコープも出資金を集めようとしているから
特になし
深く考えたことはない
前にグリーンコープでんきに切り替えようと思い料金プランを見てもらったが切り替
えに費用がかかるのでやめました。
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ガス会社の電気に切り替えた。ガス会社で家の暖房や台所の燃費をやっている為、電
力で大手電力会社を使用している部分もあり。
電力会社を切り替えたばかりです。
賃貸なので家主とのやりとりが面倒、高齢者なので理解しにくいのでは？
生協に馴染みが無さそうで話しにくく面倒。遠くない将来引っ越す予定あり。
我が家はお店を営んでいます。お店と家の電気料金を一緒に払い込んでいるので振り
分けがむずかしい為今のところ変えられません。
もう年なので…
季時別電灯では契約出来ないのでは？
夫婦の意見が違うのですみません。
高くなりそうなので
オール電化だから
マンション住まいだから
身内が大手電力会社に勤めているため
子供との二世帯住宅なので中々単独では考えにくい。将来は話し合う事もあるかと思
います。
現在集合住宅に住んでいて電気料金は電力会社ではなくアパートの管理会社が一括し
て徴収しているため。
年齢的に(９２才)もう必要がありません。
夫婦共高齢だから
大手電力会社のままで切り替えたくないので！
オール電化なので切り替えると料金がとても高くなってしまいます。オール電化の料
金プランなどあればうれしいです。
電気はマンションで一括となっている。
オール電化
オール電化で料金が上がるため
原発に頼らずに生活できるのであればそうしたいですが、うちは「季時別電灯」みた
いで料金が大幅に上がるのは厳しいなと。
電気の使用量が多い
不勉強でした。今まで良く知らなかったので、もっとよく知るようになりたい。
方法が分からなかった。親戚の進めがある。
切り替えるつもりは無いです。
グリーンコープの詳細の流れ
結局は電力会社から電気を買っている。
切り替えを不安に感じたり、手続きが面倒だと思っている方がいる。
面倒くさいし、よく分からない。
金額的なもの
子育てに追われて料金シュミレーションを考える時間が無い。
今の電気代（冬 1.5〜1.8 万、夏 1.2 万、秋春 8 千円：オール電化）より安くなれば検
討しても良いが、たぶん無理だと思う。
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もう少しで子どものところに行きますので
グリーンコープを脱退した時に不都合が生じるのではないかと思う。
電気についてよく分からない。
手間がかかりそう
大手電力会社の知り合いにお願いされて入っているので
「切り替えたくない」とかは無いけど、めんどうに感じます。
老人二人暮らしなので今更変える必要がないと思う。
グリーンコープでんきが安定した電気の供給ができるようになるか不安がある
理由はありませんが、まだこのままでいいです。
高齢のため、いつ生活状況が変わるか分からぬため現状維持でいきたい。
分かりませんが借家です。
親戚が大手電力会社社員です。
仕事上の都合で他に切り替えるのが不可能です。
まず現状は節電タイプの家電や照明が普及してるのでどこの電力会社にしても同じだ
ということ。それにメンテナンスを考えれば、大手電力会社の方がすぐに対応してく
れる。グリーンコープでんきはメンテナンスに対応できるだけの技術者がいるのかが
はっきりしない。電気は発電だけではない。メンテナンスも重要。
所帯主が他に切り替えたばかり。
災害時どうなるか不安
私は家の若い人に生活を見てもらっているので光熱費は払っていませんので何も言え
ません。グリーンコープ会員は私一人です。
自然エネルギーの過剰によるブラックアウトの可能性が完全に解決していないと考え
ているから、蓄電の技術の向上と二人三脚で進むことが大切と考えています。原発依
存は解決しなければなりませんが、全体の構造的な問題もあり脱原発の問題は自然エ
ネルギーを作るだけでは解決しないと考えています。
「脱原発」だけを声高にアピール
するよりも「自然エネルギーを利用しながら、ゆるやかに社会の構造を変えていきま
しょう」と聞かされるほうが安心して協力できます。
「脱原発」は 20 年 30 年のスパン
で進めるべき問題と考えます。
割高と思うから。
一人世帯で切り替えてみても（意識の問題だけ）と思う。メリットなし。
老人 2 人暮らしで電気代（使用量）もあまり高くない。いまのままでいきたいと思い
ます。
私の一存では決められません。
料金プランがわからない。
思案中です。
子供の友達がガス会社に勤めていたため、加入を勧められたため。
世帯主ではないため。
宗教法人のお寺ですので、私一人では決められません。
理由は特にありません。
めんどうくさい。安くなればＯＫ。
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最近新電力に切り替えたばかりですので、今少し様子をみたいと思っています。
大幅にあがる可能性があると書かれていたため。
公営住宅だから。
「グリーンコープでんき｣というのがあるのを今知りましたので、考えは今見つかりま
せん。
主人が大手企業ＯＢで 50 年間勤め、自分を育ててくれた会社にとても感謝しています。
脱原発には賛成ですが・・・
ガス会社でよい。
もう新電力に変えているので。
気が進まない。
切り替えなくてよい。
親戚のガス会社に勤めている人にすすめられて、ガス会社の電気に加入したばかりな
ので。
スマートファミリーなど安いプランがあるから。
今の電気代より高くなると困るし、グリーンコープにかわると家で発電した電気がど
うなるのかなと思ったため。
身内に大手電力会社に勤めている人がいるので、なるべく大手電力会社で契約したい
から。また故障した時に不安を感じるから。
賃貸でもできるのか知らない。
高齢なので今のままでいい。
まだまだ改良の余地があると思う。太陽光がベストだと思っていない。
ガス会社に切り替えたばかりです。
すでに他と契約済みです。
今のままでいいと思っています。主人の理解が得られない。私の説明不足。
電気関係の事でメンテナンスをどうしたらいいのかわからないから。
電気代が高くなるので。
主人にその気がないため。（親戚に大手電力会社勤務がいるので）
電気の契約等を主人に任せているため。また転勤で転居する予定があるため切り替え
を考えていない。
独居生活で先が見通せないため。
変えるつもりはない。
原発に対する考えが以前よりずっと家族で一致せず、そのことになると言い合いにな
ります。
「グリーン電力出資金」を出す余裕がない。
よくわかりません。
知り合いに頼まれて契約している。
電気料金が上がると困る。
内容がまだよく分からない。
診療所と自宅の電気使用が一つで、税務署に青色申告している。
北九州から事業所の節電対策の補助金を受けた結果報告をまだ 3 年ぐらい続けないと
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いけないので、使用料金が上がると困る。
家での発電不可能な建築物件だから。
他の電気に切り替えたばかり。
オール電化のため。
季時別電灯のため。
電気料金が安ければ切り替えたい
料金が高くなるため。
集合住宅で、家賃と一緒に電気料金が引き落とされている。
意見は言っているが、電気料金は長男が払っているから。
家庭の事情で心身ともに新たなことを考え、実行に移す余裕がない。
GC でんきに切り替えています。
オール電化の人は 6600V 高圧受電のため料金が高くなるので切り替えられないと思う。
消費量は少ないけれど昔から電気といえば大手電力会社。今のところ切り替えは考え
ていない。2
高齢なので自分がいなくなったときに夫は生協を続けないと思うので、説明しても理
解ができません。
転居の可能性があるため。
電気料金が上がるため。
経済的理由。
夫の理解がない。
大手電力会社に対する恩がある。戦後の困難な時期に停電を無くすべく頑張った。台
風被害などあっても九州山地の山奥でも困難な状況の中でも従業員が危険の伴う作業
を続けてきた。
他の電力会社に切り替えたばかり。切り替えたら内実は大手電力会社だと知った。
身内が新電力会社で働いているため。
ガス会社電力にしています。ガス会社に勤務していたのでＯＢとしての愛着がありま
す。
ほぼガスのエネファームをつけている為。電気会社より安い。
ガスにより床暖を使用。ガスエンジン給湯器を設置。
この夏「きゅうでんガス」に切り替えた。セット割引きがあるのでこのままでよい。
夫の職場の関係で切り替えられない。
大手電力会社に知り合いがいるため
この夏、スマートファミリーに 2 年契約で入った。
理由はない。
貸家のため。
切り替えについては考えていませんがオール電化の場合はどうなるのか。
将来的に不安。老人である。自分の一存で変えようと思わない。
面倒くさいから。
良くわからない。
高齢のため。
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GC 脱退の可能性があるため。
病気で外に出る事ができない。
もしも大きな災害があった場合は迅速な対応が出来るのかが心配。
検討中。現在 85 歳 1 人暮らしで、そろそろ老人ホーム等に移転すべきか。
今はまだ考えていない。
特別にありませんが、あまりにも資料が多く理解するのに時間がかかります。
子どもたちに迷惑をかけたくないのでこのままで。
料金が上がるから
身内が大手電力会社で働いている
トラブルや災害発生時、大手電力会社は対応してくれるのでは。
わからない
引越しするかもしれない
理由ない
オール電化
手続きが面倒
検討中
いまいち、どういうしくみかわからない
出資金の問題
他の電力に切り替えたばかり
家族内で同意が得られない
同居で言いづらい
年齢的な問題
使用量が少ない
切り替えたくない このままでいいと思っている
太陽光にしており、最終的には蓄電してまかないたい
蓄電池を設置することにした
太陽光発電と蓄電池により、自給自足出来ているため
入居時、家賃と電気を同じ通帳から引き落としという契約であったため
太陽光と蓄電池の設置を検討している。その際、大手電力会社と契約してないと出来
ないということ聞いた。設置後は「グリーンコープでんき」に切り替えたい。
以前、申請したところ、公共住宅（北九州市の所有）なので不可とのこと。
（グリーン
コープからの返事）
大手電力会社関係の仕事をしている。
移行がむずかしい。
金額の問題。
手続きが大変そう。
このままで良い。
長年利用していたので切り替えに不安（漏電検査や故障等の対応）
集合住宅で大手電力会社に一括して電気使用量のデータが送信されており、請求書も
届かず、ネットで（不動産会社の HP）金額、使用料も確認するのみで無理と思ってい
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る。
10 年間の預かりに対してその後、私が認知症になるかもしれません。同居の家族も同
じです。他所にいる子ども達に死後、出来るだけ手数を掛けたくない。もう少し若け
ればしていたと思う。
大手電力会社が長い。
去年、福島電力に切り替えたときに対応が悪く、嫌な思いをした。
切り替えを検討しても、その後の手続きが面倒。
自宅安静中で日々がいっぱい。落ち着いたら考えたい。
高齢者と一緒に住んでいて、電気使用量が多いため。
プランを替えたばかり。
主人が電力関係勤務のため、色々と思うところはありますが私からは何とも言えませ
ん。
電気代が高くなると思うから。
グリーンコープの利用を継続するか分からない。
2 年契約のため今年いっぱいは出来ない。
季時別電灯契約なので、料金が大幅に上がる可能性があるので。
仕事として新電力を扱っているため。
面倒くさいから。
よく仕組みが分からないので不安。
不測の事態になった時、大手電力会社が自社を優先する事がないかと不安。
配達してもらっている物のように「○○○の事情でできませんでした。」がありそう。
切り替えして実際どのくらいの料金になるのか知りたいです。
買電期間が残っている（太陽光発電）
生涯、安定した電力を供給してもらえるか分からないから。
親せきに大手電力会社勤務の人がいます。
供給の安定性。
今はまだ良く分からないから。
電気のことは、子ども家族にまかせている。
大手電力会社の社員の家族だから。
後期高齢者になり、思った以上の出費で、将来に不安もあり、正直 10 年先の事に考え
が行きません。
電力が安定しているかどうか？災害時にバックアップできるのか？
電気料金があがってしまうだめ。
脱原発には賛成ですが、新電力への切り替えはもう少し様子を見たいと思っています。
家族と相談しないといけないので。
今はゆっくり考えている時間がない。
比較検討するパワーがない。ガスとの W 発電による売電システムの条件に外れるのも、
正直面倒と感じる。
他社がどうか調べたことがない。情報がないので。
グリーンコープへ切り替えたいが戸建てへの引越し予定があり、オール電化にするか
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検討中のため。

問１０脱原発についてご意見があればお願いします。




























この冊子によって、ＴＶなどでは報道されていないような事実をたくさん知ることが
できた。
今の暮らしが多少不便になっても、脱原発を目指すのが望ましい。
自然エネルギーをおおいに活動できればいいと思う。
日本の、地球の将来の為にも、不安材料の多い原発はなくさないといけない(3 名)。
脱原発は目標だと思うが、個人個人では無理。国の方針にならないと実現しないと思
う。
脱原発をすすめてほしいが、今すぐには難しいことなのではと感じる。
原発と生命は共存できないと強く思います。
自然エネルギーを使うことで、原発は必要ないと国にわかってほしい。
「トイレのないマンション」のことが常識となり、
「ゴミ」だけが増えていることを想
像力を働かせて、自分事として感じていけるといいのにと思う。
脱原発に反対。
脱原発に賛成
原発はやめてほしいが、それにも多大な負担をともなう。わずかな年金で生活してい
るので、高額負担には二の足をふむ。
原発は廃棄するべきと思う。
「福島の今」をよんで、原発はいらないと思った。
何かあった時に責任をとることができないのに、再稼動ＯＫとは無責任。
脱原発の考え方はおおいに大賛成です
グリーンコープだけがちゃんとしても意味がない。
皆で自然環境や地域への配慮を考えた、守るような取り組みや決め事が必要ではない
だろうか。
危険だとわかっていても再稼動をすすめる意図がはっきり分からない。脱原発になる
と困る(失業する)など、何らかのメリットを失う人が多いからなのか。それなら、そ
の人達もメリットのある新しい事、もしくは、アプローチが提案できないのでしょう
か？
原発が動かなくても電気が十分にまかなえるなら、脱原発すべき。災害大国の日本で
原発はリスクが高すぎる。24 時間のコンビニなど、もう一度必要性を国民全体で考え
るべき。
なかなか個人では難しい問題だと感じている。
脱原発について賛成できるが、今の現状だと原発に頼らないといけないと思ってしま
う。
災害時など供給出来なくなることに不安を覚える。
料金の問題。
火山の国であり東日本での原発事故があったのに、自然の物を使い発電する事を国が
97




























積極的にしないのがもどかしい。
原発の恐ろしさを知っていても、現実の便利な暮らしから脱原発にはつながっていな
い。
最終処理の方法もない危険なものをこれ以上続けてはいけない。
職種の人への生活、仕事、保障など、関連する周辺問題を具体的にどうしていくのか
の提示までないと思う。
脱原発の事を考えて、家には太陽光をつけている。
大手電力会社の送電システムを使わない方法。止まらないという安全性のアピール。
福島の事を忘れて東京オリンピックに巨額の投資をつぎこんでいく政治に不満。
チェルノブイリ、福島の事故が人々の生活や自然環境を破壊していることが、原発が
不安な事を示している。
原発事故後すぐは国民みんなが危機感をもっていたと思うが、時がたつにつれ意識は
下がっているように思う。
脱原発賛成
原発は廃炉になっても次世代に被害をおよぼします。国民一人一人が原発の恐ろしさ
を知ってほしい。政府は失敗を国民に絶対まわさないでほしい。
人にやさしい自然エネルギー推進が必要と思うが政治の力を変えていかないといけな
いと思う。
料金が高い。
組織や政治が変わらないとダメ。
グリーンコープがする必要ない。食べもののことだけをしていればよい。
自然エネルギーの発電所がどんどん増えればいい。今の現状だと原発に頼らないとい
けないと思っています。
原発での使用済燃料の後処理をどうするかで確立されてないのが心配。
何も分からないまま原子力発電が再開始するところが多くあると思う。悪い悪いと声
をあげるのもおかしい。廃炉など慎重にあるべきことは素人としては出資など出来る
ことはするべきと思う。中途半端にアレが良し悪しと新しい資源に移すことばかりに
力を入れるのもおかしい。
原発はいらない。それに変わるものでグリーンコープでんきが出来たのだと思います
がまだほかにもあれば!!
大切なことだと分かってはいるがなかなか行動にうつすことが難しい。又原発に頼っ
て生きている人もいるので一概に言えない。
節電にこころがけるようにしています。
国が脱原発を進めるべき。
子、孫の世代に原発のない世界、原発に頼らないでも暮らせる世界を作り引き継げる
ようになりたい。
理想が高く素晴らしいと思うが、完全に脱原発で日本の電気が全てまかなえるとは思
えない。
地震が起きると不安になりますが、原発 0 で電力が供給し続けられるのか？
原発は反対です。
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学習していきたい。
将来を考えれば脱原発しかないから蓄電技術が向上して安価になればと思う。
現在ガス会社にしている。数年後長男の所へ行くのでガス、電気一ヶ所にした。
原発を作る時、安全だと盛んにアピールしていたのを覚えていますが、信じられませ
んでした。狭い国なので原発はやめてほしいと思っていました。
玄海原発再稼動反対の裁判の原告の一人です。川内でも反対運動に参加していました。
日本国内の原発「今すぐ廃却!!」と言いたい。原発は無くても電力は充分足りていま
す。人類は原発と共存できない。
訴訟ばかりに目を向けず他の方法も検討してほしい。
子どものころは原発のない生活でした。現在色々な面で自然破壊されて残念です。
原発事故が起きてからまだ除染土はそのままの状態で片付いていない。原発の安全神
話は壊れたのだから、原発に頼りたくはないですね。「事故は起きない」「想定外」で
は済まされない。
全面的に賛成です。原発に変わるエネルギーも多方面で考えられると思う。国も原発
に頼らずに他のエネルギー開発に予算をかけてもらいたいと思っている。九州の原発
が再稼動したことを苦しく思う。
危険な発電はしてほしくない。
福島の事故処理に 40 年近くかかる資金も多くかかるし人的被害があり、やはりコスト
も自然エネルギーの方が良い。又原発のゴミを埋蔵する場所もない今どうするのでし
ょうか？
太陽光、風力その他電力で国中がまかなえる事を願っています。将来持ち家も太陽光、
自家発電等が出来る様になるのでは国の考えは原発を再稼動させている政治家を選ぶ
ときには、この点を考え選びたいものです。
地震の多い日本だから原発は廃炉にすべきだと思っています。
人間本来は悪なのです。だからいつもどこかで戦争しているでしょう。又原発も例外
ではありません。原発をなくしたいと思うなら、まず日本は政治家を排除すること。
大変良い事だと個人的には思います。九州に原発は必要ないと思います。都心は消費
が多いので分かりませんが。
地震大国の日本に於いては脱原発を望みます。
原発は反対
原発はいらない
脱原発は理想
すべての原発を止めるべき
二度と福島のような事故が起こらないようにしたい。
日本の原発地域が一つもなくなってほしい
原発事故は恐ろしいと思います。
実現できたら良いことだ
原発の怖さから脱原発は急を要することだ
原発事故が二度と起こらないでほしい
危険なものの代償としてエネルギーを得るのは時代遅れ
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事故が起きた時の問題や処理の方法などが確定されていないことに不安を感じる。
原発の地域に住むのは拒否したい。なのでできれば原発ななくなって欲しい。
自然災害多発の中、このまま原発運転を続ければ大変な事態に成る事が想像できる。1
日でも早い脱原発を望んでいる
決して良いとは思わないし安全は保障できない。万が一の事故が一度起これば永遠に
取り返しのつかないことになると思う
一人一人が真剣に原発のリスクについて考えて欲しい。そのためにできることから始
めたい。まずは原発フリーの電気の利用を増やしていき、社会の仕組みが変わってい
けば良いと思う。
替えられる現状なのに何となくそのままという人も多い。身近なワーカーさんなどか
らのアピールが効果的だと思う。グリーンコープみんなでできることを強化していけ
たらと思う。
自然エネルギーなどで十分代替できる電力があればいいと思います。
グリーンコープでんき、福島、原発などの情報が不足している。
日本列島に原発設置は危険すぎると思う。
原発から離れた地域に住んでいると原発について深く考えずに生活してしますが、大
きな地震や災害が起きたとニュースで聞くとその近くに住んでいる方たちの不安は大
きいだろうなと想像できます。脱原発で多少の不便はあっても安全な生活を望みます。
太陽光発電が増加し、森林が伐採されていく
森林の中に無機質な太陽光パネルが現れるのは見ていてつらい
既存の建物の屋根等の利用を進めてほしい
事故が起きたら１００km 離れていても大丈夫だとは思わない
災害があった時、とても目に見えない怖さがある。
身体に優しい地球にしたい
蓄電力の高いバッテリーの開発が重要
気象状況も大きく変わり、自然エネルギーも得にくい時代、地球全体の共生を追求す
るべきだ
グリーンコープの発電所が九州にたくさんあって驚いた。感謝
脱原発は賛成だが、国が方針を変えない限り難しい
民間の電力会社への切り替えは何かあった時に不安
再エネ賦課金に反対、中国資本、大企業が利するだけだ
停止した場合に対処方法が分かっていないので、次に進むのは無謀ではないか
他のエネルギーでできるなら、ゴミを出さないものがいい
今は今なりにもっと自立したエネルギーがあって良いはずだ
どうすれば良いかわからない
国全体が脱原発に変われば良い
国が努力してほしい
国全体で進めていく問題
国の方針に国民は振り回されている
現在の国の考えを変えるまでには相当の困難があるので諦めの状態の人が多い
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大手電力会社、国の方針が脱原発に成る運動をしてほしい
原発をなくすには大手電力会社に余力があるうちに取りかかり、電気使用を最小限に
する努力が必要
政府と各電力会社が本気にならない限り無理
廃棄物の保管は電力会社に義務付けるべき
脱原発は政府と各電力会社が本気にならない限り進まない。原発を止めたところで核
燃料は残るので、原発をやめたから良いという訳でもなく、少しずつフェードアウト
するのがベターな気がする。
原発は今後縮小、廃止になると思う
戦争、テロの一番の標的になる
原発がなくてもやっていけるのに推進しようとする国、電力会社のやり方を国民に知
らせるなど色々なやり方で伝えていくと良い
大切なことだが、個々の事情でどうすることもできない
勉強会が必要
無知で勉強不足だった
自分も含めて一人一人の意識を高めたら良い
普通の人々に脱原発への方法や道筋を具体的に分かりやすく説明してほしい。
北海道地震で安定した電気の供給がなければ社会生活すべてがストップしてしまうこ
とがわかった。原発に頼らないための方法は、供給源の細分化と他に私たちの暮らし
方を考え直すしかない
地震だけなら復興できたのに、原発は取り返しがつかないと感じた。事故の処理は人
災、原発で生活している人には影響がある
すべて J−COM に変更したばかり
グリーン電力出資金を一人でも多く賛同してもらえるようにしてほしい
出資して力になりたい
たくさんの人々が苦しんでいることを知っていながら、再稼働が進んでいくことに疑
問を抱く。政府、行政のトップは本当に国民の声を聞いているのだろうかと思う。脱
原発が実現することを願っている。
除染土や除染水が怖い
自然エネルギーを使った方が良いと思うが経費がかかる
風力、太陽光に期待したい
組合員、生協でできることはどんどん取り入れてほしい
少しずつなくなっていくのがベター
良いものを広めていく実行力のあるグリーンコープはすごいと思う
普通の人々に脱原発への内容を具体的に分かりやすく説明してほしい
もっと送電技術の研究を進め、有効利用出来る蓄電方法なども開発してほしい
安定した自然エネルギーを供給できれば、脱原発を進めてほしい
原発ほど高くて危険で人の手に負えないものはない。次々再稼動していく無責任さが
怖い
理想は脱原発だが、現実は政治的な問題などがあり、脱原発はなかなか実現しないと
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思う。日本の根本の電力会社の利権も関係していると思う。
原発のゴミの処分場も決まっていないのに推進する政府に不安がいっぱいだ
地震大国だからはじめから原発は間違い。
核の燃料のいらなくなったものを埋める場所がないのに作ったのはいかがなものか。
人間に扱える能力がない
自然災害が多発している現状、出来るだけ早く脱原発の方向へ進みたい。原子力の被
害を二度と受けないために関心を持ち努力したい
子や孫に負の遺産を残したくない、何かあったらその地域の方に大変な思いをさせて
しまうことになる。
原発が稼働していなくても電気は足りていた
何十年か経てばコスト、廃棄物の処理がネックになり原発は立ち行かなくなると思う。
国の方針が変わらない限り難しい、原発を停止するための費用も大きな問題だ
脱原発は理想だが現実的には料金など色々と問題が有る
原発＝悪かよくわからず思案中
脱原発は難しい
具体性がなく、空念仏にしか聞こえない
今のままで良いと思うので考えたくない
特になし
わからない
忙しい
使用済み燃料が自然に帰り得ない以上使用しては負の遺産を増やし続けるばかりで人
間としてやってはならない事だと痛感する。
原発がなくても太陽光、風力、火力などでできます。原発は NO です！
出来るものなら無くせたら良いと思う。
将来の子供達のためにも脱原発が良いと思います。
脱原発は大賛成です。でも個人の力では限界があるので、ぜひグリーンコープの力で
頑張って欲しいです。今回は紹介できなかったけど友人に聞いてみます。
すぐに脱原発にすれば CO２問題の方が問題ではないでしょうか。石油・石炭の排出を
減らし、原発を現在のものを寿命迄使う間に自然エネを代替電源迄増やして原発をし
ばらく動かすのが次善の策と思います。
良いことだと思います。
脱原発は大賛成です。
数年前に原発が全部停止していた時期があったと記憶していますが、その時期でも生
活が出来ていたので多分原発全廃しても大丈夫ではないかと考えます。
将来的にはそうあるべきだと思います。
将来的にはクリーンエネルギーの割合をもっと増やすべきと思います。
原発はなくなるほうがいい。
もちろんいい事だと思います。
原発が稼動しなくても電力は足りているのに国や電力会社がそこまでしても原発を動
かしたいと考えることが疑問です。自分達は被害にあわないと思っているのでしょう
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か？日本中誰もが被害者になりえるのに…
他に原発の分の電力をまかなえるものがあれば良いなと思っていました。ぜひ応援し
たいと思います。
原発はあるべき事ではないと考えていた。日本でこそ、それは大事なことであると思
う。今までの不勉強な自分の態度を反省する。
いろいろな意見立場があるが、安全最優先を考えると脱原発しかないと思う。
これは自分自身勉強不足で、知識を頭に入れてからではないとどうにもいえません。
原発の最終処理が可能であれば良い。現状では絶対反対。
原発に反対している人はとても多いのに原発推進の都合のよい情報で再稼動がなし崩
しに進んでいる。多くの人が関心を持ち続けることが大事だと思う。
子どもたちの未来のため、これからも活動を続けていって欲しいと思います。
脱原発賛成！
脱原発には賛成ですが、現在の世の中から脱原発は厳しいのかなとも思う。
原発の再稼動が嫌だ。このままだと元通りになって原発が動き始める。もう事故は起
こらないで欲しい。日本に住めなくなる。
脱原発は大賛成です。しかし原発がゼロにしてしまうと今の段階で十分に電力がまか
なえるかが心配です。
原発があることで生計を立てている方が多くいる以上必要悪な部分でもあるのかな？
脱原発は必要と思いますが、いろいろな問題もあると思うので。
脱原発で全国民、各会社の電気をまかなうことができれば、この上ない幸せと思って
います。脱原発大賛成です。
原発は反対ですが、安定した電気の供給は必要だと思います。ジレンマがあります。
何年か先になれば原発はなくなるでしょう。
脱原発の必要性は最優先課題と思うし、その実現のために少しずつでも結集すること
が実現するための方法と思う。
事故があった時、後が大変です。
何の事案でもそうですが、今の政府のあり方の中で、1 件 1 件の事案を取り上げて反対
して何の効果があるんですか?もっとも根本的なことが抜きにされていると思いませ
んか?私はどの政党にも属さない考えを持っていますが、少なくとも今の自民党政治に
これだけは自分達ががんばってどうにかなる等甘くて思い上がりもいいところだと思
います。
国策で行われてきたことであり、その時々の国会で議決されてきたことです。国会で
話し合われる必要があると考えます。与党内でもっと盛んに議論される様にしていく
べきだと思います。
福島原発の事故の前は日本の電力は水力５％、火力６５％、原子力２５％、その他５％
の割合だった。それが福島の事故以来、原発の稼動はわずかとなり、その分火力が増
えた。その結果ＣＯ２排出量が増え、地球温暖化が進んでいる。先の北海道地震では
北海道の電力不足が問題となり、泊原発が稼動していればこんなことはなかったはず。
原発は悪という考え方には違和感を覚えるし世界は原発推進へ動いていることを知る
べき！（特に中国）
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福島の方のお話しを聞いたことがありますか?恐ろしいことです。そこで生活している
方々の命が脅かされていることに一部切り捨てられている感があります。原発でなく
ても自然エネルギーの発電所をもっと増やして欲しいと思います。国民を守る国がす
べきことでしょう。すべきです。
エネルギー源を完全に処分することが出来ず、限られた日本の国土に埋めることで先
送りする?そのような経費を安全対策に向けるべきだと思っています。
原発廃止が出来ればよいのですが。
将来は脱原発に賛成!少しずつ切り変えすれば良いと思う。（自然エネルギーに）
すべての電力が自然エネルギーを利用したものに変わればよいと思います。
事故を起こしたからには、どういう事情があるにせよ廃炉すべきと思います。
時間がたつとどうしても自分の生活に追われ、他人事のような感覚で被災者の方々に
は申し訳なく思います。国はもっと現状をみて、対策を考えてほしいと思います。
個々の電気の使い方も考えなければ、無駄に使用することも多い。あまりにも便利す
ぎて、原発は莫大な費用をかけ処理後の恐ろしさを考えれば反対です。
今ある原発を止めるのももったいないと思う。安全確保出来れば原発もクリーンエネ
ルギーですので使用できる間は使用したほうがいいと思う。新たに原発の建設は反対。
核のゴミ処理が安全にできるのかこの事が解決するまで増やすべきではない。
そもそも地震国である日本で福島の原発のように危険な状態になることもあると思い
ます。その可能性は全国にあるので原発などなくすべきと思います。
火力発電所をフル稼働させると何が起こるのでしょうか。しっかりと考えることが大
切だと思います。原子力発電所の安全はさまざまな基本対策を実施して私たちの身を
守ることに努力していることを学びました。（玄海原子力発電所を見学して）
難しいですよね。でも将来はそうあるべきかもですね。
近未来はそれでいいと思う。
地球にとって大変大事なことと思う。
ない方がいいのは充分承知していますが、全くなくすというのが難しいと考えていま
す。今の生活はほとんどが電力なしでは過ごせなくなっているのは事実です。だから
といって無くす努力をしないというのもいけないと思っていて・・複雑な思いでいま
す。
脱原発については賛成。
生活に必要な電力を供給する原発が事故を起こし人体に影響を与える放射能に恐怖を
覚えます。
脱原発は非常に賛成です。現在の福島の現状を見れば・・
（いまだに帰還困難地域があ
る）
・ 日本は地震国というのを忘れてはいけない。
まだ考えがまとまらない。
脱原発はよいことだとわかっているのですが。
原発はない方がいいと思いますが、いっぺんに原発を止めるのは困るから少しずつな
くしていく方向でいき、自然な力で電気を作ることを増やす。私たちも節電を心がけ
たいです。
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絶対原発はやめるべき！それにはもっとグリーンコープでんき利用者を増やしたいで
すね。
事故が起これば未来（子ども、孫、代々）に負の遺産として残って地球を汚し、生命
（生き物すべて）を断つもの。地球そのものを住めなくなるようにする最高に恐い兵
器です。再稼動すること国のトップの意識がずれている。今が良ければいいという意
識がはずかしく感じます。
脱原発したあとの代替案が抽象的すぎる。
原発の恐さをいつもニュースで感じています。
現在日本に原発があるのは事実なので極力事故がないような対策をとってほしい。
早く脱原発をやらないと第一第二と事故になると取り返しは難しいと思う。
原発がなくなってくれれば良いと思っています。
いいと思う。
大事なことだと思いますが、自分がどう動いていいか解らない（年齢的に）
脱原発は賛同します。でもその後の始末が長年期間がかかるのでは？よく解らない。
電力の供給が原発なしでも可能だと思うし、洋上発電所の建設も進んでいるのでより
クリーンな発電がこれから益々可能になってくると思います。原発は使用済みの核ゴ
ミの問題もあり、今だけでなく未来にわたって問題を引きずるので反対です。
将来に立っての安全性が確保できない以上廃止すべきだと思う。
脱原発を希望するか？良い案についてよく知らないので何とも言えない。
原発の危険性を身にしみて感じているか？現在の電力使用に関してどうエネルギー
（代替）を供給していくのか良く分からない。
原発は何一つ人間にとって良い事は無いという事が解ってきた。電力会社は自分達の
利益の事しか考えていないという事も解ってきた。一度原発事故が起こると考えられ
ないいろんな被害が起こるという事。特に子どもたちです。
原発はこわいです。でもどうしていいかわかりません。
もちろん原発は絶対にない方がいいと思うが・・子ども、孫のためにも。
地域の特質に合わせた自然資源の利用。エネルギーの地産地消を考える。地熱、温水、
海流、風力など日本国土にあった発電、低コスト、安全追求の研究に官民が投資すべ
き。また自家発電する企業、市民の税制優遇など政策も考えるべきと思う。
事故が起こるとすぐ修理が出来ないのは困る。
利用者は料金と簡便さがあれば脱原発の電気には賛成だと思う。
料金にあまり差があると限界がある。
大賛成です。（福島の件には心を痛めている。知人がいるから）
原発がないにこしたことはない。
太陽光、水力発電でこれからの生活が維持できるのか、とても不安です。特に夏。
今後、将来の子ども達のために脱原発を実現したい。
賛成します。3
オール電化が進むなか、自然エネルギーだけで充分にまかなっていけるか気になる。2
新しく原発を作ることは要らないと思う。将来的にはなくなるほうが良い。2
自然災害の多い現状では、何処でも前日の北海道のようなブラックアウトが起こらな
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いと断言できない。
コストがかかっても脱原発に賛成だが、需要が原発なしでまかなえるのか。
原発に賛成というわけではないが、メリットもあるので原発を 100%否定するのではな
く、上手に活用できる方法を考えることも大事ではないかと思う。グリーコープを利
用している人は脱原発が当然とそれを否定するのは悪いことをしているような罪悪感
を感じさせられます。
脱原発には賛成です。技術の進捗でエネルギー開発が進むことを希望しています。 3
原発は事故防止ができない限り使わない方がよいが、電気を使うことを減らす考えを
しない限りどうにもならない
原発は政治がらみなので余計にややこしい。
グリーンコープでんきではなく、国が全国で太陽光発電にして欲しい。
グリーンコープの素早い対応に、この組織の意気込みを感じています。
原発反対。
原発はいらない。
原発は絶対にやめるべきだ。2
脱原発は絶対必要。段階的に進めて電力がきちんと供給できるよう考えていかなけれ
ばならないと思う。
夫婦で脱原発です。事故が起きなくても放射性廃棄物は出続けています。未来のため
に原発はやめるべき。
脱原発に向けて皆で頑張っていきたい。子ども達に負の財産を残したくない。
日本は地震国でありながら、また実際に福島での地震による原発の被害があり、その
ような中で原発を進めていくことに不安を感じます。
GC の自然エネルギー発電は現状、太陽光が主力になっていますが、これからもほかの
自然エネルギーを活用する方が良いのではと思う。小規模風力、地熱、小水力など電
力の供給が安定しているから。
日本から原発がなくなって欲しい。3
震災以前に新聞で核廃棄物は地中奥深くに埋めますとあって、何か気持ち悪いなぁと
思いました。安全だともよく言っていましたね。災害に見舞われても人の努力で復興
できないものを信用しろといわれてもできません。本当はオール電化は嫌でしたが
2010 年に工事をしました。
国の考えなので無理だと思う。
個人的には脱原発！政権が変わっても脱原発はむずかしいのでは（？）
脱原発理想。しかし今残っている原料はどうするのか。
発電しなくても放射能汚染は続くと思うのですがどうですか。
廃棄方法は。
今の原子炉以上に増やさない方法しかないのでは。
自然エネルギーだけで電力は充分なのか。
絶対反対の気持ちは強いですが、国に対しての抗議活動する事が必要。
原発事故の影響の大きさもあり脱原発をすすめて欲しいが廃炉の大変さがあり進むか
心配。
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賛成です。今年のように災害が多いと将来の事がとても不安です。近い将来脱原発が
進むことを願っています。
この夏も原発を使わなくても電力は足りたではないか。負の遺産でしかない原発は早
くやめるべきだ。
こわいですネ！！
原発導入の時から反対。事故の恐ろしさを知り、まだその解決のつかぬまま再稼働を
始めているのに憤りを感じます。廃炉は大変な問題があることもわかっていますが、
将来のために脱原発のために努力していきたいと思います。
福島の現状が 7 年経ってもまだ大変な様子で二度と事故を起こしてはならないと脱原
発を願うばかりです。
国全体で脱原発を進めて欲しい。脱原発を実現させてくれるような方が当選して欲し
い。
福島で分かっている様に、一度の事故でも逃げる所などない。孫の代でもその恐ろし
さは終わらないから脱原発は賛成です。
コストが低いと言っているが廃炉費用を含めると低くない。事故の賠償金を国民に負
担させるのも納得できない。人類の未来に良いことは一つもない。脱原発は当たり前
のことだ。
子ども達のためにも、今、原発がない社会になるように声を上げていきたいと思いま
す。訴訟が歴史を変えるきっかけになることを願います。
脱原発は大切なことです。
脱原発に賛成です。
脱原発に頼ったエネルギーでは今後の災害に対応出来ないだろうし、安全が確保出来
ないでしょうが、もう少し安定かつ安価な政策を望む。
大事故が起これば「想定外だった。」というけれど、地球レベルで考えると人間が想定
をする以上のものが、もっともっと起こると思います。人間はもう少し謙虚になるべ
きで、地球を汚す原発には反対です。
脱原発を大いにすすめるべきと思います。
一刻も早く、自然エネルギーになり、地震や津波が来ても安心して生活できる為にも、
「脱原発」を心から願う一人です。
今ある原発を廃炉にする必要がある。その為には、技術やプルトニウムなどの残骸を
埋めておく土地とかも必要になって、とてつもなく遠い道のりのように感じられる。
安心・安全が第一です。ただ今の状況で電気が脱原発でまかなえたらまかなうことが
大事ですが・・・
原発が動いてなくても足りているのに、なぜ動かすのか、政治の力が大きすぎる。市
民ネットワーク政治家になれる人材を育てるのも大切ではないか。
今ある原発を廃炉にする必要がある。その為には、技術やプルトニウムなどの残骸を
埋めておく土地とかも必要になって、とてつもなく遠い道のりのように感じられる。
太陽光パネルの処分方法が確立していないのは、原発と同じことになるので、確立で
きるよう支援してはどうか。
今ある原発を廃炉にする必要がある。その為には、技術やプルトニウムなどの残骸を
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埋めておく土地とかも必要になって、とてつもなく遠い道のりのように感じられる。
原発についての正しい公平な情報を発信していくところが必要だし、それを理解して
声を上げていく人たちも必要だと思います。
子どもや孫の将来の為には絶対に脱原発が必要だと思います。
原発なしで今の日本の生活が維持できるのかについては分からないので、単純に「反
対」と言いきれません。
原発ありきで売電を制限する等のことには矛盾を感じる。
是非すすめたい。
賛成です。
水力発電、火力発電をふやしてほしい。
脱原発になってほしいと思っていますが、自然エネルギーだけですべて賄えるのか？
原発には反対です。
廃炉にするのに時間とお金がかかります。だったら使用年数まで使えばいいのでは・・・
あと３０年もすれば原子力発電所は無くなると思うのですが・・・
脱原発、大賛成です。皆が頑張って下さっている事が心強いです。
子ども達が安心して生活できる未来を願い応援しています。
原発は事故、自然災害で
原発はない方が良い。少しずつでもなくしていける動きをしないとなくせない。
今、自分の生活が崩れるのではないかという不安がジャマをする。
実家は原発で育った町。小さいときに受けた色々な話。思い出せば怖いことばかりな
のにアクションできない。どこかで現在の生活に甘んじて、あきらめているのかも。
脱原発は理想です。脱原発によって、どんなところに影響があるのか知識不足の為、
意見ができません。
脱原発のグリーンコープの考え方には賛成です。原発のない未来を望みます。
わからないです。地震大国 日本 負の遺産をいつまで使用し続けるのか…今 stop し
ないと福島だけでなくその他の原発も…いつ何が起こるかわからない。
早く日本から原発がなくなることを願っています。
常に事故のリスクを抱えながら生活を送ることに不安があります。また原発はコント
ロールしきれないのに処理方法も構築されていないし人間のみならず自然破壊も大規
模で悪影響しかありません
脱原発に賛成です。原発に頼らない生き方がよいと思います。
原発の怖さは知っているつもりでしたがまだまだ知らないことが多すぎると反省して
います。被災地などの現状を見ても他人事のように日々生活している自分がいます。
これからは今の自分にできることをもう少し考えていきたいと強く感じます。
大賛成です。子どもたちの将来のため廃止すべきだと思います。
賛成
原発から再生可能エネルギーに移行が進むようになれば良い
原発を推進する意味が分からない
自民党が政権を持っている間は脱原発は実現しにくいかもしれません。脱原発を目指
している政治家を増やしたいものです。身近なところではＳＮＳを利用して脱原発に
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関する情報を広め一刻も早く脱原発を実現したい。
大量の電力を供給するのが難しくならないか？ほかの電力でまかなえるのかも気にな
る。
個人でもエコに努める
政府は自然エネルギーの開発を促進して雇用を作り出し、経済成長させるべき。
脱原発は絶対必要だと思うし早くそうなってほしい。一人一人が意識を持つことも大
切だと思うが、国のやる気は？確かにわからないことは多すぎですね。いろいろなこ
とを明らかにしてほしいとこのアンケートで思いました。
いずれ原発はなくしてほしいが今はまだ必要だろうと思います。少しずつでも自然エ
ネルギーに代わってほしい。
異存はない。できるだけ早く実現してほしいとは思う。子どもたちの世代のために！！
原発なくなればいいですが…
しっかり学習しなければ分からない。安全で平等な社会を望む。災害は自分たちにも
無視できない。寄付は考えたい。
限られた地域で電力を考えるのであれば必要ないと思います。しかし電気を作る施設
がない県とか地域であれば原発に頼るしかないのかもしれないです。
原発０になってほしいです。自然エネルギーなどの発電量を増やす必要がある。一方
で私たち一人一人が電気に頼り過ぎず工夫することや辛抱も必要なのではと思います。
賛成です。できるだけいろんなことに協力したり運動したい。
良い面・悪い面、両方から考えることが大切。
政治が脱原発の動きがないので市民で自然エネルギーへの動きをもっと声に出してい
かないといけないと思う。
すべての原発を廃止してほしいのですが。
？
現実には原発はないほうがいいです。実際、娘が福島にいます。
（市内に）市内も、民
家の除染をしていましたが、ほうきではいてというだけでした。これが除染なの？と
いう思いでした。福島に原発は１１基あるとのこと、全国で５４基（？）いつの間に
こんなに原発ができていたのか信じられない思いです。
再生可能エネルギーを増やし脱原発を進めてほしい。
いろいろな人の生活を変えてしまったのだから国がもっと真剣に考え熟慮すべきだと
思います。（目先のことだけでなく子々孫々のことを考えるべき）
使用済み燃料をどのように処分するのでしょうか。
脱原発は賛成だけど、ほかの電力で日本中に電力がいくかどうか不安
昔と違い家電製品が多すぎて原発でないとまかないきれないのではないか？安全には
不安がある。
賛成。万一の事故が起きた時、福島の大変さを思うとこれ以上いらない。使用済み燃
料の保管場所もない。
グリーンコープでんきに切り替えようと思いながらなかなか時間がありませんでした。
ごめんなさい。申し込みます。原発は絶対なくしたいのでグリーンコープの取り組み
を進めてください。
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多発する自然災害を見ても原発の危険性を多くの人に認識してもらいたい。
ないです。
原発はずっと前から反対しています。廃棄物の処分法は運転してから決めるなんて無
謀です。
何考えとんねん の一言。九州は特に太陽光の大規模発電受入れストップすると聞
いています。
脱原発は必要だと思うが時間がかかると思う。
一番望むことですが…。
国が先頭に立ってやってほしい。
放射能の制御ができない以上、原発を作ることを国民的立場から増加してはいけない。
電気代が安くなるのなら考えてもよいが…。
原発はなくすべきもの、なくしてよいものなのでとても良い活動をされていると思い
ます。
賛成。自分たちのできる形で協力していきたい。
わからない
理想であるが現状では無理。
脱原発は絶対必要。
原発事故によるリスクや実際の被害については充分に理解できるが、超長期目線で考
えた場合に、現状で代替エネルギーのみで、どんな状況でも安定して電力が供給され
続けるかはまだ信頼できない。即座に脱原発を求めることには賛成しないが代替エネ
ルギーの安全性以外の要素（安全性・コスト削減ｅｔｃ）がしっかり確立されること
を願う。
安心・安全を得るために、ぜひ脱原発の多くを目指していただきたい。
原発に反対する政治家を多く国会に送ること。そのためには若い世代の奥様方に脱原
発がいかに大事かを訴えること。
反対運動を地域に多くの活動を行うこと。
（無関心な方に原発の恐ろしさを解る活動を
行うこと）
今のままでいいと思います。
日本で原発は無理だと思っています。福島の問題はまさにわが身の問題で許せないで
す。
地震や災害が増している昨今、原発の被害と一緒になる可能性も増していると思うの
で、原発は稼働すべきでない。
福島の状況をもっと発信し、事故が起こった時の被害の大きさをもっと知らせること
も重要かと考えます。
即時停止か再稼働かの二者択一ではなく、様々なエネルギーミックスという選択を支
持。
北海道地震で泊原発も停電し、使用済み燃料を冷却するため非常用電源を使って、難
を逃れたとありました。原発は止まっていても、燃料を冷やし続けなければいけない
んだとわかりそれは、非常にリスクが大きいとあらためて感じました。原発へ費用を
かけるなら、自然エネルギーや蓄電の技術向上などにお金を使ってほしい。ただ、原
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発によって生活が成り立っている人がものすごく多くいるということ、これを支えて
いかなくてはならないと思う。原発のある町の人とかの話も聞いたり、敵対すべきで
はなく、一緒に考えていくべきではないかと思う。脱原発の発信の仕方を様々に変え
ていけるとよいと思う。
問１１脱原発を実現するため「グリーンコープでんき」の利用者をふやしたいと思います。
どうすれば「グリーンコープでんき」の利用者が増えるでしょうか?


























切り替えが簡単にできるとよい。
託送料金に関する事実の周知。
自然エネルギーの発電所建設とともに、コープの活動をもっとＰＲしていかなければ
ならない。
もっと色々な媒体を利用して、ＧＣでんきをお知らせし、拡大しないといけない。
人と出会える場所で、たくさんの人に伝えていくことが大切。
ＴＶＣＭをながす。
主人が先になくなれば、自分の年金はわずかですので、生協をやめることになる。
商品代金を安くしてくれるとよい。
組合員に、手紙などをだしたらよい。
利用するにあたって、どこが他の電気会社とちがうか詳しく知りたい。
ＣＭを使って認知度を上げる。
若者に関心を持ってもらうよう働きかけてほしい。
福島や全国の廃炉費用を一般の利用者から負担させるのは反対という運動をおこせな
いのか?
地道に広報するしかないと思う。
もっともっとアピールの手段を増やしたらいいと思う。ＴＶコマーシャルや新聞・チ
ラシなどで一般の方にも知らせたらいいと思う。
環境には良いと思いますが、電気料金が今現在契約している電力会社より値上がりす
ることに躊躇します。
料金が安くなる。手続きが簡単。また、料金がこの先上がる、変動することがない等、
容易で安定していたら利用者が増えるのではないか。
広報活動が足らないのではないのでしょうか。
何か特典をつけたらいいと思う。カタログ注文を割引にするなど。
問い３、４の仕組みを知らない人が多いと思う。組合員だけでなく、一般の人たちに
も知ってもらうようチラシ等を入れる。
グリーンコープの電気を使っている人の意見など聞いて、文面にして広く伝えるよう
にする。
利用するにあたって、詳しくどこが他の電力会社と違うのか知りたい。
理解が必要だと思う。
料金の問題。
脱原発をして自然エネルギーを使って本当に安心できる社会は、私たち自身が作って
いくんだという気持ちを持つことを広げていく。
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他の電力より高ければ増えないと思う。脱原発は賛成でも日々の電気代は千円単位で
安い方が助かるので。
こつこつと長い期間でしょう。
組合員の問題でしょうか?国民全体が同一の考え方を持つことの方が変だと思う。原発
産業で生活している人たちの方向性（仕事先）をどうするのか、いろんな意見が出尽
くしていますか?
でんきのことは全く関係ありませんが、グリーンコープがかかげる様々な理想的な団
体がありますが、実際に安全面は大丈夫なのか?全てグリーンコープは安心とは言えな
いです。
福島の現実や他地域の原発で事故が起こったときの影響を具体的に数値を上げて知ら
せるなど、まず原発の怖さを周知しないと自分にとってのメリットがあまりなければ、
なかなか切り替えないと思う。
「脱原発」の理念だけでなく。前項のｂ２.ｂ３プランの人達も少しはお得なサービス
をしないと、なかなか難しいと思います。
地道に福島の現状を知ってもらう活動をする必要があるのではないか。
オール電化の人向けにプランを作る。
わかりやすい説明と根気良く続けること。
事実を知る。このような取り組みを広げていくべき、学び不足を反省した。
ＢＢＩＱ光を利用しているから。
書面１枚だけど面倒だから。
ニュースを見ると新電力の加入増えていると聞くのになぜだろう。
電気も電話（ＮＴＴ）も変えない。面倒だから。
生活に直結することなので、料金が安ければというところでしょうか。
日本の中で共存しているのならば、新しいエネルギー開発も進めつつもお世話になっ
ている原発を廃止なら廃止へ向ける為、協力していかないといけないと思う。単なる
新商売のようなやり方は長続きしないと思う。
わかりやすく原発の事を知ってもらう事かなと思う。
ずっと安定的に利用可能な不透明だからではないでしょうか。
グリーンコープ加入者になって初めて知りました。非加入者にももっと認知してもら
えるような発信が必要ではないでしょうか。
利用料金が大幅に安いと利用者が増えると思います。
情報提供をもっと増やす。
よくわからないので資料等を配布する。
ここにある内容をもっと知らせるべき。
ＣＭしないとたくさんの人には伝わらない。
ＧＣでんきの明細が１ヶ月遅れで届くのは、いかがなものか。
大手電力会社よりも少し料金が安ければ利用者が増えると思う。
原発の事故の恐ろしさをもっと知らせる。
自然エネルギーが最も安全で再生可能ということ。
今のままでは大手電力会社などの電気料金、将来的には値上がりになる。あるいは、
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国民の税金を投入することになる。
出資金を含めた料金が現在の料金とあまり変わらないような気がする。
託送料金の内訳を案内しつづける。
利用料金の割り引きか、年に数回店舗で使える金券を発券するとか、利用料と電気料
金を合計 5000 円で配達料 0 円にするなどしたらいいのでは。今、グリーンコープ電気
にしてもメリットがない。
出資の問題もある。小額でも多数の方が協力しやすい金額で。
グリーンコープ電気の存在を知らなかった。ＰＲが足りないと思う。
興味がある人はいいけれど、出来る事は地道にＰＲしていくことしかないのではない
か。
出資金の事もネックになっているのでは？
利用料金を値下げする。
切り替えではなく、引越しした時など、最初の契約の時に電気会社を選ぶようにした
らいいと思う。
電気代がどれ位になるのか、もっと気軽にわかればいいと思う。
地震、水害の時、停電になったら、いち早く電気が使えるように安定できるようにな
るといいと思う。
多種多様の世の中になってきて、色んな所で電気の支払いができてきたので難しい。
まず、グリーンコープ電気、自然エネルギーの発電所を作っている事を知ってもらう
事。
安ければいい。
わからない
もっと PR が必要、認知度を上げる
テレビや新聞で宣伝する
多くの人が知る事
具体的な利用した情報が必要。情報が少ない
若い人に聞いてもらえたら
若い世代の主婦への啓蒙、啓発
知らない事実を多くの人に伝える今の方法で継続していく
今回のアンケートで今まで知らなかったことがたくさんあることがわかった。こうい
う機会をもっと設けていくことが大切だと思う
私もそうだが、知らない人が多いので現状を伝えることに力を入れる
情報誌で気長に啓発していくしかない
良さが浸透していないので、対比してくれると検討できるが、忙しくて考える余地が
ない
グリーンコープでんきに変えて料金が変わらない、安くなったという組合員の声も発
信していくといいかと思う
具体的にグリーンコープでんきと今の電気料金を比較した説明があれば理解してくれ
るだろう
安くなれば自然と増えると思うので、料金の変わらない人を対象に伝えていくと一番
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変更しやすいのではないか
現在の自然エネルギー以外のエネルギー開発が必要
結局大手電力会社の設備を使用するので、大元が変わらないと無理
価格を下げる
他よりお得感があれば良い
今と同額ぐらいまでの料金なら考える
１円でも安くできれば加入する人がいるかも
今の料金と変わらなければ説明すれば可能
季時別電灯に対応できる料金設定を検討してほしい
オール電化が進んで料金があがってしまうという声があるので、料金プランをもう少
し検討したら良い
電気料金が高ければ利用者は増えないかも
今の料金のままか、それ以下で変更に手間がかからないなら良い
安定供給してくれたら増えるかも
切り替えても変化のない家庭には戸別訪問などしてきちんと説明してあげたらいい
災害の時にソーラー電気があっても自力で使えない。１枚のパネルと１つの蓄電池が
あれば良い。
蓄電池の開発と普及を急いだら良い
若者世帯の会員の増加
メンテナンス等、困った時の対処に不安がある
費用トラブル（災害、故障）時の対応を良くする
原発はなくても、火力、水力で十分であることを学習する。太陽光の利用なども学び
たい
原発は反対だけど未だに大手電力会社を利用している人たちにその矛盾点をついても
はっきり答えてくれない。なかなか難しい。
プラスチックの海洋汚染の問題でスターバックスがストローを廃止するというニュー
スで多くの人が海洋汚染について知ったと思う。そのような形で今の福島の現状をみ
んなが知ってくれたら脱原発の電力を利用する人が増えるのではないか。
日本は地震の多い国なので、原発は使うべきではないと思う。更に人間というものは
過ちを犯してしまうもので、原発で失敗すると福島のように取り返しがつかない。原
発を稼働する電力会社に言いたい。故郷を追われ、仕事を失い、自然を破壊してどう
やって責任を取れるのか？百歩譲って無事故で稼働できても使用済み燃料をどう処理
するのか？無責任過ぎませんか。
多様な電力会社が増えている中、
「よくわからない」
「面倒」
「国の方針に乗っかってい
くのが楽」という人間のダメな部分が増えない原因ではないか。
目先の安さと子や孫たちの将来の安全とどちらが大切ですか
まずグリーンコープの利用者が増え、認知されることが必要
領収書を手にしてもらい、説明していく場所の確保
一人一人がこのことについて考えていけば、利用につながると思う
脱原発を説明する場を増やしては
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原発の恐さを発信していく
エネルギーへの意識を高めることが大切である。他人事で申し訳ないが
「グリーンコープでんき」の良い点を理解してもらうため、班ごとに説明してもらい
たい
地道に趣旨説明をして賛同者を増やすのが結果的に近道だ
電力会社やガス会社が競って料金サービスなどで勧誘している。脱原発の意味を理解
しないと難しいと思う
利用者を増やしたいのか、脱原発を実現させたいのか伝わってこない
アンケートに費用をかけすぎていませんか。不安になります。
グリーンコープの利益を減らしなさい
わかりやすい宣伝があるといいと思う。
分からない、国の機関である所が問題。まずは原発を止めさせる事から始まりかな。
PR が大切かと！
初回特典・値引き等で入りやすくしてみる。
…組合員の努力と理解が必要でしょうか…
問３の電気料金のしくみについてもっと広く知らせていけませんか？私も知らずにい
たのでびっくりしました。
広報が大切と思います。
電気代が変わらないか、上がるとしても少しなら検討したいと思うのでやっぱり料金
だと思います。
グリーンコープが作っている電気について知ってもらうことが一番ではないでしょう
か。
脱原発の理解・説明・方法を話す。
ＣＭ、小規模での説明会、ＰＲをもっとしていったらどうでしょう。
政治の力を利用する以外ない。しかし個人のほとんどは利用しても良いと思っている
のでは。建設計画の詳細が知りたい。
グリーンコープでんき専用窓口を設けて周知する。疑問や質問にスピーディーに相談
できると安心して利用できると思う。組合員以外にも利用可能だと増えると思います
が。
大手電力会社よりも基本料金等を減らせば、気に留める人が増えるかも知れない。
福島の状況や国のエネルギー政策の現状を地道に伝えていくことが重要だと思う。
簡単な問いではないと思います。そもそも政治が変わらない限り脱原発は無理でしょ
う。
分かりません。
私は今、アンビット・エナジージャパン合同会社に電気代の支払いをしています。毎
月安くなっています。グリーンコープ電気に出資していますが、利用していません。
店のお客ですので仕方の無いことと思っています。
組合員の増加、地道な広報
組合員 1 人 1 人にグリーンコープをリードしている人の姿があまり分からない!時代を
先取っている様にしか映ってない。
「電気」利用者のある程度の数だけ確保すればとい
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う風に見えます。
発電の主力が太陽光ばかりでは電力の安定供給など望めない！それに太陽光パネルも
周辺地域に迷惑をかけている事象もある。太陽光以外の発電も増やさないと無理。今
の生活に電気は欠かせない。夏は多く発電できても冬は発電量が減る太陽光では契約
する気にもなれない！
料金が安ければ。
金額の安さ。
まず出来るだけ情報を発信すること。
料金面をクリアできれば増えると思っていましたが、それだけではない他の理由があ
るのでしょうか？
安かったら増えると思う。
利用料が安くなれば利用者は増えると思います。
もっと宣伝する。
直接説明する機会を増やす。
グリーンコープ電気の内容を知りません。
（知識不足ですが）知らない方が多いと思い
ます。宣伝を・・
既存の電気単価より安くする。グリーンコープ電気の必要性を唱える。例えば原発事
故の恐怖。
知らない人が多いと思います。宣伝すべきです。
現在の知識では考えることができません（私自身です）。申し訳ありません。
今のエネルギーの現状をしっかり理解できれば増えるかと思います。
努力でしょう。
原発の恐ろしさをきちんと知ってもらう。それによってどんな被害を被るのか。
料金が安かったら多数の人が利用する。
宣伝する。
わからないけど、グリーンコープに入れば考えてもらえるのでは。
脱原発はよいとわかっていても、大手電力会社と同じ条件（金額）だと考えも変わる。
地道な周知活動でしょうか。
友人にすすめる。グリーンコープに入っていない人は利用できないのですか。
意識改革（あきらめないで継続して脱原発を訴え続ける）知性を持った人が増えてゆ
くと思います。
はっきりした具体的なメリットが見えにくい。
まだグリーンコープのでんきの事はよくわからなかった。
原発のある怖さをわかってもらうのも大切かなと思います。
今年の夏の暑さで電気代をかなり使っていると思います。その上料金がさらに上がる
となると不安があります。
もう少し活動すること。
解りやすい資料がまだ必要と思います。
利用に当たっての問題点が判らない。
安くそのうえポイントもらえるとか？
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市民、県民、国民に対しての情報をどんどん流していく。現在は知らないことばかり
でした。
日々の生活の中で原発問題を考えていると解ったら共に話したいと思っていますがな
かなか・・
一般の人にも広報すると良い。
組合員にまず理解を広げていく。
説明会が必要だと思う。
１ヶ所でも見物出来るところがあれば、バスで見学者を募る。
価格。
年老いていて解りません。
グリーンコープでんきが安く利用できれば増える。5
もっと多くの発電方法を考える。太陽光発電にも日照条件など限界がある。自然災害、
パネルの設置場所など、充分に賄っていけると思えるようになったとき。
想いはあっても生活のことなので料金がもう少し安くできれば利用する。
グリーンコープでんきだけでは賄いきれないような気持ちなので電力は大丈夫という
アピールをしたほうか良い。
このアンケートの 1〜5 のようなことを丁寧に知らせ続けることで組合員の意識が刺激
されると思う。その後の組合員から口コミの力も無視できないと思う。組合員以外で
も電気を利用できればもっと誘いやすい。
福島の原発事故の現状を広めていくこと(原発の危険性を伝えていく)
グリーンコープでんきの PR。
料金プランが色々選べられると良いと思う。
個々の考え方があるので分かりません。
呼びかけは大切だと思う。太陽光発電を家につけている家庭は、太陽光の料金支払い
があるので季時別で料金が上がると困る。季時別も同じ料金だと切り替えやすい。
声かけが必要と思う。
組合員を増やすこと。
利用者が増えると安くなるだろう。
安全性をもっと伝えたら気持ちが変わるかもしれないです。
料金と安定供給。
問 10 を解決しないとどうしようもないと思います。
脱原発という事は簡単ですが、今残っている原発はどうするのかで本当の脱原発を行
えるのでは。
時間はかかると思うが、信頼できる情報、今後も料金が変わらない確信が得られれば
増えるのでは。
大手電力会社やガス会社など多くの会社がきりかえを進めていてよくわからない。
各家庭の屋根の上からの発電。
実績と信頼と認知度をあげる事！
脱原発も重要ですが国中にある原発をなくすことが大事だと思います。電気の安定供
給は国がする事業だと思います。
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脱原発とさわいでいるのになぜそのままに。理由は？全部他へ切り替えて安価で安定
した供給が出来るの。本当の所がわかりません。
なかなか仕組みが分かりにくいのでもう少し分かりやすく説明して頂きたい。
専門家に聞いて下さい。（質問がナンセンス）
グリーンコープでんきの良い所をアピールするべき。
じっくり考えないと？
ＣＭや新聞、雑誌の広告で多くの方に知ってもらう。
グリーンコープ加入者しか分からない。
ＣＭなど流せないのでしょうか。
認知度を上げる。
原発での事故を現在のように写真や、又現地の人の生の声を執拗に組合員の方々に知
らせる事も一つの手段では。
グリーンコープの商品を利用金額によってプレゼントするなど。
認知度が上がれば良いのではないでしょうか？
「グリーンコープでんき」のさらなる PR ではないでしょうか。
たくさんの「〜でんき」がふえすぎて契約のしばりや内容が分かりにくいためシンプ
ルな、どういうものか分かりやすく示してもらいたい。
切り替えるのが不安だと思う。
初めの数ヶ月だけ割り引きとか、切り替えるときのメリットを大きくする。
夏の電気使用量がふえる時期にキャンペーンをうつ。
現状が良く理解できてないので分からない。
ＣＭ等で流し、もっと知名度をあげると良い。
グリーンコープでんきについて知らなかったし、規模が小さくて経営難にならないか
不安。
利益ばかりを追求するのではなく多種多様な地域の特性に合わせた発電をかんがえら
れるようになればいいなと思います。
グリーンコープでんきの方が格段に安くなれば利用者が増えると思う。
もっといろいろな所で声を上げる事が必要だと思う。
このようなアンケートが有効だと思う。紙が大きすぎて（分かり易いが）もったいな
いとも思う。
家庭内では、このような手続きをするのは夫のため、家族の中での話し合いが必要。
真実を知る機会をふやす。
家庭の発電の余剰電力を買い取るしくみをつくる。
分かりません。グリーンコープでんきの利用者が増えれば本当に脱原発が実現するの
ですか？
今現在では何とも言えない。
電気料金が下がれば
口こみ
自然エネルギーを自分達で作る事は賛成ですが、私達年金生活者には出資金は無理で
す。
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脱原発は賛成ですが、出資をする余裕がない。
もっともっと広報が必要かもしれません。
電力会社を変更するということは大変大きな事で簡単にかえようと思えません。
理解を求める手段にかたよりがないように。
オール電化の世帯もグリーンコープでんきに切り替えても、料金がかわらないように
できれば利用者は増えると思う。
わからないです。
オール電化の人向けの料金プラン
でんき利用者への特典（個配手数料を安くするとか）
情報のなさすぎで知らないことが多い。
安定供給と他電気との料金の差がないこと。
多くの人が電気料金の仕組をよく知ってもらえればと思います。
簡単に切り替えられること、切り替えると料金が上がる場合もあることを含め知って
もうことからでしょう。
わかりません。すみません。
やっぱり値段でしょう。それと原発フリーの電気が実現しないと踏み切れません。で
も大手電力会社はいやです。
もっと仕組みや料金など周知徹底が必要だと思う。
ネットを利用しては？
料金が安くなるなら
原発での発電量との比較データが示されると安心材料になる。
わからない
関心がありません。
大手電力会社より電気料金が安くなるようにすること（しばらくは利益を考えないこ
と）
私自身今すぐ変えられないので申し訳なく思っています。
福島の状況を伝え続けること、自分のこと、自分の地域だったらと想像できるように。
少しずつでも理解者を増やしていき、それぞれが他人事ではないことを自覚していく
よう促していく方法がよい。
脱原発（原発即停止）を掲げえている政党への国民の信頼度が低いので難しいと思う。
現状の電気料金と同じ位の金額で、脱原発やグリーンコープでんきについてよく知る
こと。
書類がなければ、もしくは代筆してくれたらＯＫ！
グリーンコープが作るんではなく、ほかの会社とコラボすれば資金に苦しまないので
は？みんなで得意分野の協力体制
原発のリスクや福島が元に戻らない現実を問題視し、もっとメッセージを発信したら
良いと思います。
これから少し考えてみたい。
知らない情報が多々あるので学習会や通信等、一人でも多くの人に知ってもらえるこ
とが大切。
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ＴＶコマーシャルで実演も混ぜながら宣伝する。
口こみが一番いいかも…テレビコマーシャルやインターネットを利用した広告を利用。
西日本に引っ越してくる人へのアプローチ。車の後ろに貼るステッカーを配布。例「グ
リーンコープでんきで原発に NO！」シンプルに「脱原発を目指そう」とか「原発の
ない社会へ」とか。（缶バッチやキーホルダーやカバンにつけるマスコットも）
脱原発にふみきった外国、台湾などの情報を伝え原発問題を考えてもらう。
手続きが簡単であることをもっとアピールする。
グリーンコープでんきにしても安心であること、割高にならないこと。
発電所を増やす。
目先の事だけでなく、将来についてしっかり考えたい所ですが、自分の事に精一杯に
なっている人が現状です。今の自分にできることは極力電気を使わない生活をする事
しか思いつかず、これから電気について勉強しなければこの答えは難しいと思いまし
た。
グリーンコープでんきを知らない人の解消にいろいろやってほしい。
今回のアンケートのように脱原発について考える機会を増やすこと。
若い組合員を増やすのが早いかと？
メディアでとりあげる。
料金を安くする。
難しい質問→大手電力会社の株を一株ずつ買って圧力をかける？とりあえず原発推進
の政党には投票しないぐらいかな…。
お安くなれば。
多くの人に学習してもらうこと、情報をチラシでもらっても毎回チラシが多すぎて見
逃してしまう。ショップのイベントなど（試食会や子ども・敬老・母・父の日等、ク
リスマス等イベント考案して、役員さん以外に加入内部・外部の一般者向けへ学習時
間をとるとか？※とにかく伝達）
メリット、デメリット、手続きの方法などの広報を行ってはどうでしょう。
出資など、家計への負担や不安を解消できるような、もう少し詳しい説明がほしい。
地道に活動するしかないと思う。
でんきについて考えるきっかけが大切だと感じた。このアンケートのように。
グリーンコープのチラシでは読む人が少ないと思うので、
「グリーンコープでんき」の
説明会や口コミなど、また SNS で知ってもらうことが大切です。

中遠支部
問９「グリーンコープでんき」に切り替えたくても出来ないと思う理由があれば、お書き
ください。




切り替え済み
オール電化・b３だから
夫（家族）が決めている・自分では決められない
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面倒だから
身内に電力会社がいる
賃貸住宅だから
特に理由はない
よくわからない
もう年だから
知名度が低く実績もないので将来継続して利用できるか不安。安定供給への不安。
料金があがるから
グリーンコープ脱会したら続けられない
ネット契約、口座が違う、クレジット払いができないなど支払い方法のこと
転居の予定がある
切り替える手続きが分からない。仕組みが分からない。申込書の書き方が分からない。
太陽光設備がある、売電している
料金の事、金銭問題
ガスに切り替えた

問１０脱原発についてご意見があればお願いします。

















反対：いらないものなので早くなくなればいい
賛成：経済を考えると必要
新電力だとでんきの供給が不安
よくわからない
ヨーロッパなどに比べて日本は遅れている、福島の反省が全くない外国の流れに逆行
している。
福島、チェルノブイリを考えるとこれからは脱原発・電気の事をもっと知る必要があ
る。
報道などである程度理解したが、福島の方がこれほど苦しめられているとは知らない
ことに恥ずかしく思った。
日常の節電に努め、脱原発につなげていけるように国民みんなの努力が必要だと思う。
ふくしまの方々のために少しは賠償金を負担してあげたい。
そこで作業している方々の仕事などを奪ってしまうのではとの心配。みんなが安全に
円満な生活ができる方法を考えていく必要がある。子どもたちが安心して暮らせる環
境が一番。
地震、台風など災害大国日本において原発ほど危険なものはない。
火力、風力、太陽光、地熱、火山、自然エネルギーをもっと有効に利用できればと思
う。
自分たちの出来ることは何かと考えている
核廃棄物の問題、燃料の処理、事故の対応方法も確立されないまま使用を続けるのは
無責任。
今まで原発の電気を使っていて手のひらを返すように原発関係の費用を追わないのは
身勝手だ。
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国、行政、自民党、世界、政治家が原発に依存。腹立たしい。変わる必要がある。

問１１脱原発を実現するため「グリーンコープでんき」の利用者をふやしたいと思います。
どうすれば「グリーンコープでんき」の利用者が増えるでしょうか?














少しでも割安感があるといろんな人が入ってくれそう
もっと原発のでんきが入っていないことを実感したい
大きく分かるように知らせてほしい
グリーンコープのでんきが大丈夫か伝わってない
よくわからない
大きく分かるように知らせてほしい。動画配信・テレビ CM・利用者の声を紙面に・
漫画・イラスト
イベント・チラシ・戸別訪問・新聞チラシ・SNS・説明会・発電所見学ツアー
手続きが簡単になれば・書き方が分からない人に一緒に書いてあげる・
もっと原発の電気が入っていないことを実感したい。
極端に電力が不足した時の対応などで、不利益を被るのではと不安に思っている人の
不安を払拭できれば良い。
確約などあればよい。安定供給。グリーンコープ自体の信頼性を高める。
若い世代に伝えていく、加入も。
現在の料金プランと変わらなければ切り替える人が増える。オール電化の人も。

筑豊支部
問９「グリーンコープでんき」に切り替えたくても出来ないと思う理由があれば、お書き
ください。

















多数の方がオール電化と家族の反対。
何か不具合があった時対応できるか不安。
身内が大手電力会社社員である。
太陽光パネルに有害物質がある。
発電量に不安がある。
発電所の開発で自然破壊が増える。
供給量が不安。
ずっと組合員でいるかわからない。
面倒である。
スマートメーターが不安。
グリーンコープへの理解が家族にない。
オール電化からの切り替えは値上がるので。
自然災害に対応できるか不安。
器具の取り換えにお金がかかると言われた。
切り替えると高くなるとグリーンコープが断念された。
太陽光を売電していることを考える。
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災害時大手電力会社の方が早く電気が通るのでは？
替えることへの不安。
漠然とした不安。
将来的に様々な面での不安。
グリーンコープでんきのことがよくわかっていない。
他社との比較がわからない。
でんきのことを考えたことがない。
考えていない。
年をとっているから今のままでいい。
手続きがめんどくさそう。
料金が高くなると困る。
定年後の収入は公的年金のみで毎月ぎりぎりの生活なので、切り替えての電気代が心
配。
（めんどくさそうと考えてしまう）停電になった時など大手電力会社の電線を使っ
ているならすぐに復旧するのか心配。ブラックアウト予防のための大手電力会社以外
の発電自粛の問題など。

問１０脱原発についてご意見があればお願いします。





















脱原発ということは分かりますが、なぜ脱原発をするのか？という事をもっと分かり
やすい文章で伝えて欲しいです。
脱原発には賛成だが、自分が政治活動に参加する事になるのではないか？という不安
な方もいるのではないでしょうか。
太陽光発電については山や丘の斜面を切り開く事に反対する地域もある。
（もっと説明
を分かりやすくお願いします。）
テレビで視聴者に「グリーンコープでんき」を取り上げてほしい。
脱原発賛成。
原発を使わずに発電する方法に切り替える。
全世界で脱原発ができれば良い。
国の施策が原発に依存している。
国民一人一人が声を出して反対を訴えるべきである。
自然エネルギーだけでの供給が安定するまでは脱原発は難しいと思う。
原発はもう古い発電技術。
新電力にかける国の予算を知りたい。
不自由でもいらない。
子どものために必要。
この冊子を読んで脱原発を考える時間が持てた。
大手電力会社などで働いている人がどうなるか・・と思う。
原発事故を受け絶対にいらないと思う。
原発に頼らなくていいよう節電を心がける。
国や電力会社が変わらなければ難しい。
地震の多い九州に原子力発電所があることがおかしい（地震国であるのに）
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福島の事故処理が終わっていないのに原発を進めるのがおかしい。
原発は廃棄処分のことまで考えて欲しい。
自家発電、蓄電ができるようになるといい。
蓄電池の開発をしてほしい。
原発は絶対止めるべき。
グリーンコープがでんき事業を行わなくても良いと思う。
自然エネルギーの寿命と資材の廃棄が気になる。
人間がコントロールできないものを持つべきではない。
中韓が原発利用しているのに日本だけ脱原発に向かうことに問題はないか。
各地の災害の様子を見るにつけ、電気の大切さが身にしみている中、原発にかかわる
ものがすぐに手に入るのかと疑問に思う。（複数意見）
脱原発は必要だが「核」の研究は必要なので関連施設を残すことも必要。
基本的には賛成だが原発関連の仕事をしている人のことを思うと・・・
ソーラーパネルも永久的ではない。廃棄法や廃棄料も知りたい。
脱原発後の電力は安定するのか。ビジョンを知らせてほしい。
脱原発に賛成意見多数（将来の子どものこと、地球環境のことを考えて）
原発の電気で社会が動いていた時代が長く続いたので世の中の意識転換（生活を見直
す、省エネ等）には時間がかかると思われる。地道に運動し小さな力をふやしていく
ことで２０年後３０年後に社会が変化していることに期待したい。そのためにも原発
のこと電気のことに皆が関心を持ち学習することが大切。
太陽光発電も周辺住民被害や自然破壊など問題が多い。
東京が無事なら良し、地方はしょせん遠い所と思われているのが許せない。
訴訟にも賛成。
基本的には賛成だが自然災害等考えると全て自然エネルギーにするというのは難しそ
う。
原発再稼動を認めた高裁の裁判長名をしっかり公表する。
原発に頼らずに電力供給できるという裏づけをしっかり公表する。いつも「想定外で
した・・・」と言い訳出来ないような対策が欲しいと思います。
次の時代が負うものを想像することが必要。
自然界の破壊は考えるべきである。
再稼動すべきではない。３、１１を忘れてはいけない。

問１１脱原発を実現するため「グリーンコープでんき」の利用者をふやしたいと思います。
どうすれば「グリーンコープでんき」の利用者が増えるでしょうか?







電気利用者より生協商品の利用者を増やす。
他の電気会社のように電気使用量でポイントがつく。
電気（出資した人）には配当金がつく。
ポイント等でグリーンコープの支払いに１０円からでも割引のメリット。
料金の見直し、電気についての説明、勉強会等。
大手電力会社を取り込む（脱原発が彼らの利益になるように）
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少人数説明会の開催。
自然と共存していることを伝える。
組合員だけでなく広く社会に発信する。
メディアに頼る。
グリーンコープでんきに変えてからの安心感を伝える。
安心安全を伝える。
安い購入価格を提供する。
高齢者は不安なので安心できる情報がほしい。
根気強く勧めて頂きたい。
具体的な例を示したら良い。
スマートメーターの安全性を提示する。
手続きが簡単なことを伝える。
つぶれてしまう心配がある。
料金が変わらないことをしっかり伝える。
でんきの自由化の理解ができるようにする。
口コミ
わかりやすい資料の提供。
組合員を増やす。
食材の安心安全をもっと広め組合員を増やす。
学習が必要ということ（多数）
料金が安くなると利用者が増える。という意見。（安くなる、取り組みをする含む）
不安を取り除く活動が必要。もっと情報がほしい。
グリーンコープでんきは、ｎｏｎ原発のアピールをしないと違いがわからない。
託送料金問題を社会に広げる。
わかりやすく安心で全てが簡単であること。
一人ひとりの家庭の電気代を明確に示す。
食品の放射能情報を全面に出して情報を広げる。
一人ひとりが伝えていく。
社会にアピール 世の中への周知が必要。メディア等を活用しては？
各原発が福島のようにメルトダウンした場合、具体的にどの範囲までどんな被害が想
定されるのかを知る。
年をとると字を読むことすらめんどくさくなるので視覚に訴える方法がいいのでは・・。
グリーン出資金をして決算報告はあるのでしょうか。あと配当金等は？

宗像支部
問９「グリーンコープでんき」に切り替えたくても出来ないと思う理由があれば、お書き
ください。
料金
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コストが高い・料金が上がるため
ガスと同じにしているので料金が高くなりそう
日々ぎりぎりの生活なので、お金がかかってしまうことは協力できない。
電気料金の高さ。
パソコン、電話、すべて一つにまとめているから特典があるので。少し面倒な気がす
る。
 出資の問題。
 問 5 でｂ3 を選んだところ、料金が大幅に上がる可能性があるとのことなので。
 ローン返済とセットになっているため。
 夫が安いプランに契約していて切り替えると料金がアップするので切り替えられない。
 オール電化は料金が上がるので。
 料金プランにメリットなし
 電気代が上がってしまう
 以前、料金シミュレーションしたとき倍近くの料金差があったので切り替えずにいま
すが、原発由来の深夜電力低料金を使っていることで原発容認しているような後ろめ
たさがあります。料金シミュレーションを再度して料金差が少ないのであれば「Ｇ・
Ｃでんき」に切り替えてもと思っています。
 深夜電力等、安いプランで使用しています。切り替えにより高くなるのは困ります。
 料金が高くならなければ、切り替えを検討します。
 季時別電灯で大幅に料金が上がる為
 新電力に切り替えたら、安くなると思っていたが、2 倍の金額になった。GC でんきも
同じかと思うと、不安です。
安定供給されるか不安




停電時のトラブルなどが心配
電気の供給量等に不安がある（自然エネルギーは天候等に左右されるため）
一緒にしてもらいたいが地震などでストップした場合、大手電力会社よりも復旧は遅
いですか？
 まず、原発ゼロで今現在の電力がまかなえるか不透明です。そのことが地震等の自然
災害でどうなるか不安です。
 災害時、復旧が大手電力会社の方が早いのでは、と思うのですが、実際はどうでしょ
うか。
 安定供給に不安。
 GC でんきがこの先もずっと供給していけるかが不安。
分からないことが多い






グリーンコープをやめた時どうなるのかな？変更面倒に感じる
自分なりに電気のことを勉強し納得したうえで切り替えたい。ソーラーパネルの処分
問題
電気を売る方の仕組みがあるのかよくわからない。
新電力に関する情報がわからないため判断しにくい
変更手続き、解約、手数料等が不明なため（特に高齢者の方）
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どのようにすればよいか分からない。転勤などがあり九州以外に行ったとき等手続き
が分からない。
 太陽光発電機を自宅の屋根につけているので、買電だけでなく、売電もしている。そ
の場合は、面倒ではないのか。
 電機トラブル、でんき不良などの対応が迅速かつ柔軟か
 手続きが面倒だと思っている。
 GC でんきの料金体系について不明
親族が大手電力会社関連に勤めているため
 家業が大手電力会社の子会社です。
 主人の会社の関係でできない。
 仕事の関係で変えられない。又は新電力
 電力会社（グループ会社）に勤めているので切り替えを検討していない
終活を考えているため





もしコープをやめる時がきた場合年齢的に。
年齢的にいろいろ変えるのが大変だと思っています。
年をとり、色々と考えたりすることが面倒になって今のままでいいと思っています。
10 年間据え置きの出資金、年齢的に自信がない。太陽光発電の出力制御のニュース。
過渡期。
集合住宅全体で電力会社が決まっている

 マンションで決まっている。
 賃貸マンションで家賃と一緒に支払いのため。
家族の同意が得られない
 今のままでいいかなと思うし夫が動かない
 主人があまり変えたくないようです。
 家族の反対
その他











他の新電力会社も、結局大手電力会社に頼ってるよね。それってどうなの？という思
いがあるから。
太陽光発電って良いものだと思っていましたが、パネルを大量に近所に設置された事
により大変な思いをされている人たちもいるという事実を知った為。グリーンコープ
でんきも環境に良くないと思っているから。
電気は大手電力会社がよい。
電磁波が気になるため、スマートメーターを取りたくない。
検討中
説明式のアンケートを行う生協のやり方に違和感を感じます
あまりに個人の状況にたちいりすぎではないですか
導入されたことは知っていますが内容については詳しくは知りませんでした。どれく
らい利用者がありますか？
発電はできても配線のため既製の配電線を使用して各家庭に届くというシステムを使
用しなければ利用できないのでは？・・・と思います。そうすれば託送料金のような
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ものを今の電力会社へ支払っていかなければ・・・と考えてしまいます。発電した電
力だけを大手の電力会社へ買い取ってもらうのでしょうか。発電から各家庭へ送電さ
れるシステムをはっきり知りたいと思っています。そうなったときの料金は？・・・
売電しているため（太陽光発電）
切り替える理由が特になかった。自分でも福島のことをもっと調べるべきだし、今の
状況をわかりやすく説明してもらえるといい。
この世界情勢からも日本から原発をゼロにして良いのか逆に不安になりました。
スマートメーターを使いたくない。太陽光は環境破壊である。
他のしばりがある。
太陽光は森林を伐採し、山を削り自然破壊している。問題多々。

問１０脱原発についてご意見があればお願いします。
脱原発賛成



















将来性があるとは思わない。
色々な利害が絡んでのことだと思うが、大切な人が原発事故にあうかもしれないと考
えたら、誰もがなしにしたいと思うのではないでしょうか？
子どもたちの未来のためにも原発のない国にしたい。
原発は０にしていきたい。
原発事故後の危険性について、福島以前にチェルノブイリの事故の時に解っているは
ずなのに、なぜ原発を推し進めるのか解らない。
原発で使用した核燃料の処分に、何百年も地面に埋めるとかあまりにひどすぎる処分
方法だとおもう。何万年も先の子孫にわるすぎる。
使用済核燃料が増え続けてゆくのが心配です。
ドイツのように、国の指導者、国民がもっと真剣に取り組んで将来の為にも早く原発
を停止しなければならないと思います。原発のゴミ処分場所もないのにこの先どうす
るつもりでしょう。
子どもの頃からチェルノブイリ原発事故に関してグリーンコープが様々な取り組みを
してきた事を知っています。なので、原発の恐ろしさについてはずっと意識してきま
した。今、このような取り組みを続けていることが、今の子どもたちが大人になった
時に脱原発を訴える大きな原動力になる事を願います。
原発が動いてない時期も電力が足りなかったことはなかったし、これだけ自然災害の
多い日本には必要ないと思います。政治家と大企業だけのために危険なものを動かす
のは反対。
脱原発はできるはずなので取り組むべき
原発反対。一部の人だけでなく、組合員やそうでない人にも分かりやすく伝えてほし
い
核のゴミ捨て場ができないうちはそれを使ってはいけないと思う。
原発が動いてなくても電気は不足していなかったと思います。将来の子ども孫たちの
為にも方針を転換すべきだと思います。
脱原発賛成。安全ではない、誰も責任取れない。
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自然エネルギーの太陽光、風力、温泉熱や水力に切り替える。
国や環境省に頑張って考えて欲しい
節電で協力する。
事故が怖い、子孫に大変な負の遺産を残したくない。
第２の福島を絶対に作ってはいけない。
GC が取り組んでいる事を世間の人にＰＲして知ってもらい賛同者を増やす。
原発は最終的にはコストが高い。
原発のゴミの行方などに関心持ち、原発のリスクを考えると不要と思う。
国は脱原発を目指し、自然エネルギー開発を進める中、太陽光発電の発電量が予定以
上となり売電価格を切り下げた事に、その無計画さに憤りを感じる。電力行政にがっ
かり。
原発がなくても発電量に問題がない事をアピールすべき。
電力会社を選ぶことが、脱原発の方法。
原発は核兵器だと思う。
利益は自分らで取り、事故を含む損害は消費者に振り分ける。処分できない廃棄物は
後世にまわす。許しがたい構図。
脱原発に賛成
再生可能自然エネルギーに国全体が変わっていくことを願います
原発に頼らなくても電気が不足することはない
原発の仕組みや維持費用・効率を考えても必要とは思えない
原発事故がおこった時の惨劇を考えれば何のメリットもない発電方法だと思う
次世代のために（子や孫たち）安全な自然エネルギーに切り替えていって欲しい
家庭用の手頃な蓄電池がどんどんできてほしい
安全は絶対ありえないのでドイツ等にならい、即やめるべき。他の国が経験したこと
がないのに日本人として恥ずべきこと。原発を使わなくても皆節電してやっていける。
チェルノブイリ、福島の原発事故後、廃炉する事がいかに困難か、放射能は目に見え
ない分、事故が起こったら不安しか残らないです。危険な原発に頼らず、環境に優し
い発電に変えていくべきだと思います。
今の時代の私たちだけでなく、未来の人たちにも負荷のかかる原発。今すぐになくし
てほしいと思います。一人でも脱原発の想いを持つ人が増えて世論が変われば良いな
と思います。
一刻も早く脱原発が進むには私たち一人一人が現在の生活を見直し自然との共生と少
しの不便さを受け入れる協力が必要なのではないでしょうか。
廃炉の方法や、放射能の除去の簡単な方法がきちんとできない限り、これ以上増やし
てほしくないし、いらない。今年の夏も電気はぎりぎりかもしれないが足りている。
脱原発には賛成ですが、こんなに知らないことが多くて驚きました。このアンケート
があって良かったです。
脱原発賛成派です。福島だけでなく、どこで原発事故が起こっても不思議ではない。
また危険な使用済み核燃料をどうするのか（どこに廃棄するのか？）子や孫に負の遺
産を残したくないものだ。
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何のための原発なのか理解に苦しみます。福島の事故から月日が経つにつれ、皆の意
識も薄れてきているように思います。みんなもう一度考えてほしい。
 グリーンコープさんが脱原発に取り組み自然エネルギーの発電所を作ってくださるこ
とは有り難いことだと思っています。
 原発は「コストが安い」という事業者の言葉をうのみにしてはいけない。きちんとコ
ストを比較して自然エネルギーが将来的にとても有意義なエネルギーであることをも
っと啓発すべきだと考えます。事故が起きて考えるのは遅いのです。
「想定外」は起こ
してはいけないとせつに思います。原発が稼働していなかった時期、電力が不足しな
かったということをもっと知るべきです。
 脱原発は進めていかなければならない。電気代に原発事故の賠償金などが含まれてい
ることを知らない人が多いのでは。使用量の紙は小さく書いてあるが国や東電がきち
んと責任をとらないまま次の原発を再稼働していることがゆるされない。原発のごみ
もどこへ捨てるのかもはっきりしないまま進めているのもおかしい。
 その意志は強い。そのための署名等はすすんでしたい。フルタイムで仕事が生活のほ
とんどをしめているので。しかし、上記の考えから、2011 年 4 月に太陽光発電を採用
した。
 脱原発に賛成ですが、現在放置したままの発電所をそのままにしておくのも、将来大
規模な自然災害があった場合、危険なのではないでしょうか。新しく施設を作らない、
将来的に脱原発を実現することをゴールに廃棄処理方法、施設などを完成すること目
標にしなければ、と思います。知識がない中の発想で申し訳ないのですが、今ある施
設は、そのまま放置しておくだけでは、もったいないかとも思います。
 脱原発は、賛成ですが、現在「グリーンコープでんき」は安定供給は、実現していま
すか？安定供給が実現すれば脱原発を一刻も早くお願いしたいです。
 脱原発、いいと思います。しかし、今の原発を廃炉としたとき、その処理は安全なの
か、と考えてしまいます。
 再生可能エネルギーに変えるべきだと思う。人の命をおびやかす原発はいらない。
 東日本大震災による福島原発事故により、放射能による深刻な被害が出ています。そ
の後の報道などによって日本各地に原発が作られていった理由が明らかになり、安価
な電力の一つとして享受していた自分がいたということも分かりました。核のゴミが
増え続けている現在、核のゴミの処理方法も見つからないまま、再稼働する原発も出
始めています。様々なコストを考えると決して安価とはいえない原発、そしてなによ
りももし事故が起きた場合の影響を考えると直ちに脱原発への切り替えを行い、自然
エネルギーによる発電所を増やしていく必要があると思います。
 原発のこと、危険性、廃炉課題、使用済み核燃料処理など、もっと発信して欲しい。
学習会を一般組合員に行ってください。
 自然エネルギー、自家発電、蓄電池の普及を願う。
脱原発は困難



原発はなくせないと思う、今の政府は無理
震災から７年、被災された方々のことを思うとやはり脱原発が必要なことと頭では理
解できるのですが、生活をすぐに切り替えるのはなかなか難しく、心苦しい気持ちが
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あります。このような活動をされていることに少しずつでも関心を向けていきたいと
思います。
 良いことだと思うが、現在の電気使用量を減らさずに自然エネルギーだけで本当にま
かなえるのか。節電の重要性ももっと訴えた方が良いのでは。
 そもそも脱原発した場合に、本当に自然エネルギーで賄えるのか？
脱原発には安定供給が欠かせない


脱原発にすべきだとは強く思うが、日本は電力の多くを原発に依存している現実があ
る。それを補って余りあるくらいの代替エネルギーが見つからないと。本当に原発を
使わなくなるならもちろん脱原発したい。国の方針として、脱原発に向かって動いて
いないのは悲しい。
 脱原発は賛成だが電力量をまかなえるのか心配。
 原発なしで電力をすべて賄うことが出来れば、変えていく必要がある。（２）
 将来的には脱原発は賛成するが今すぐは日本中をまかなう電力がなく、産業や個人の
生活が出来なくなる。実現可能な計画をもって順次進めてほしい。
その他



















私も地域で伝える活動をしています。今後も発信していきます。ファイト！
脱原発は将来原発ゼロにする事ですが原発ゼロにする為の負担も今まで利用した国民
がするのは当然だと思う。いずれにせよ金のかかる事業だ
電力会社が原発を自然エネルギーに変えていくことができることを願っています。
太陽光発電設置による森林破壊や反射光は良くない、廃棄も問題、生態系に悪影響、
災害も考えられる。風力も猛禽類への影響がある。
原発がなくなっても、従事されている人の再就職先を保障してあげるのが大切。
他人事
安定供給が出来ればよい。
オール電化の世の中なので、どうなるかわからない。
蓄電池性能アップの研究に助成する。
原発情報がもっとあればいい。
なぜ原発をやめないのか知りたい。
国民にわからないように原発を進めている事に怒りを感じる。料金不払い運動がした
い。
節電する必要はない、との事でエコキュートを勧められたが、調べると原発推進の方
針が根っこにある事に気付きました。政府のやり方はこんなもんですね。（怒）
日本は狭いので、原発の被害物や残留物は福島１か所に集めておかないと全国が汚れ
る。福島には悪いがその分手厚い保障をしてあげて欲しい。
政府のエネルギ―政策は間違っているが、組合員だけで政府の政策を変えることはで
きるのか。組合員の負担が大きすぎる。
日々、多忙すぎて出来ていませんが、出資はできると思います。利益に目が向く世の
中でＧＣの活動は人の尊厳を守ってくれるものです。今後も頑張ってほしいです。
原発は政府と電力会社の為のものに思える
電力会社で働く人のうち何割の人が「これから使う電気を生産する」のではなく「原
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発の廃炉をしたい」と思ってくれるでしょうか。モチベーションがなくイヤイヤ仕事
をされては廃炉の課程で事故が起きかねません。電力会社の前向きな廃炉への取組み
（廃炉について海外の方法を参考にする、現場の人間の意見にも耳を傾ける等）を知
って、安心して廃炉（脱原発）を任せられるといいのですが。
 個人的に原発は本当に反対だが、
「脱原発」というワードが先に行き過ぎているような
気がする。まずは原発利用者を 1 か月、たとえば電気使用率が少ない時期に停止する
ように、などの誘導ならより身近になるし、太陽光発電がこれから先春を中心に出力
制御をかけられることからも救えるし、いきなり「脱」はイメージが沸かないのでそ
のような進め方はどうですか？
 デモや抗議などで対立するのではなく、一人一人が原発に頼らない環境にやさしいエ
ネルギーを選択してそこから「そっと離れる」ことが、長い目で見て確実な方法だと
思います。
 上記への意見ではなく質問です。国の再生エネルギーの買い取り価格がこれから下が
るとの報道がありますが、グリーンコープでんきへの影響はあるのでしょうか？
 2018 年度の福島視察報告を読ませていただきました。報道されていることと現地での
差があることを知りました。脱原発に向けて関心を持ち続けること、小さなことでも
私たちの出来ることで応援できたらと思います。
 脱原発は大賛成です。脱原発のために自然エネルギーの発電所を作ることも大事とは
思いますが消費の方に眼を向けることも必要では？24 時間営業を規制するとか夜中ま
で電気を使う必要があるのか、節電を国とか大きな組織で考えることも大事ではない
かと思います。
 グリーンコープには継続的に情報を伝え続けて欲しい。
 自分の家で使用する電気は、自宅の屋根に取り付けて、太陽光パネルで発電し、電池
に溜めて使用、そして車もでんきで動くと一番理想だと思う。特に九州では冬でも発
電できると思います。しかし、これが実現すると困る人が多数いるので、この方向に
は向いていかないでしょう。残念です。
 現在ある原発をどうするかが問題。目先だけでは解決できない。
 自然エネルギーですべての電力をまかなえるには、どれくらいの発電所が必要で予算
は国民一人当たりいくらなのかわかりやすく説明があり、見通しが分かれば脱原発を
真剣に考える人が増えると思う。
 原発はなくてもやっていけるが、その裏には、日本の核開発（軍事）があるというこ
とをもう知るべき時では。
 エネルギー政策を総合的に考え、国や自治体がきちんとしたプラン作りをしてほしい。
 水力、火力は賛成だが、太陽光は山が切り開かれ、環境破壊だと思う。
 原発関連で仕事をしている人たちはどうなるのか？
原発は必要




未来は、原発が必要と思います。
原発は必要だと思う。
原発は事故があればリスク大ですが火力電力等は公害高単価などがあり個人的には原
発は今から増やすのは反対ですが、作ってしまったからには今まだ使用される原発所
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は廃炉まで動かしてほしい。電気代が上がるのは一番困ります。
恐いところもあるが、助かっているところもあるのでは！
地球温暖化防止のため、その前に火力発電所の減少が必要と思う。
脱原発で電力不足が心配
フランス並みの後処理体制が出来てから動かす。
脱原発に賛同していないのでこのままグリーンコープを利用し続けても良いのか少し
後ろ目たさを感じています
この世界情勢で今、日本だけなくすのは逆に怖いことだと思います。
自分の家の前に太陽光パネルが乱立したらどうしますか？自然エネルギー100%で賄え
るのですか？
福島のひどいところだけを取り上げているのに、
「福島の今」というタイトルをつけ福
島全体が危険なところのような印象操作をするところが脱原発の怖いところだな、と
思いました。

問１１脱原発を実現するため「グリーンコープでんき」の利用者をふやしたいと思います
どうすれば「グリーンコープでんき」の利用者が増えるでしょうか?
コストを抑える・その他料金面





















大手の電力会社と同じくらいの料金で使えるよう政府が支援する。
利用しやすい金額の設定。
少しでも料金が安くなるなら、利用される方もふえるのではないかとおもいます。
他の電力会社より料金を安くする。
料金を下げる。
自然エネルギーでも安定した供給ができると皆が理解する。電気料金が安くなる。
もっとお得感のある策が必要。
現在より料金が安くなるのであれば利用者も増えると思います。
気持ちはあるのですがやはり生活するためには価格ですかね？
料金が安ければ考える余地があるかも！
料金が安くなれば良い
色々なプランがあれば良い
ＧＣでんきの料金が不明。
新しい料金プランの提案
「グリーンコープでんき」に入ることでの組合員さんへのメリット提案（ポイント制、
商品券など）
季時別電灯のプランなどオール電気にしている家庭でも対応できるように契約内容の
種類を増してほしい。
現状よりも料金が安くなるなら切り替えの検討の可能性はあると思います。
家計に負担がかからないなら。
クレジットカード払いにする。支払いを共同購入と分ける。組合員外の利用を可にす
る
深夜電気プラン等オール電化の人に対応したプランを作る。
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 料金プランを増やすこと。
 料金が安くなると同じであれば、利用する。
 申込をしたら景品がもらえる。
 電気料金が上がらないように。
 出資金の払い戻し期間を短く（高齢者は 10 年も待てない）
 電気使用量に応じてポイント付与。そのポイントを GC 商品と交換出来る。
周知を図る


























広く、日本中の人に今回のアンケートの内容を知ってもらい、国の方針を変えてもら
い原発に頼らない電力を推進する。
グリーンコープでんきの内容をわかりやすく伝えていく。
CM で訴える。
原発以上の発電量の確保ができ、それをアピールする。
原発フリーの電気を知ってもらい、原発が必要ない事を多くの人々に知っていただく。
なぜ脱原発なのか教える、伝える・グリーンコープでんきの安全性を伝える
まずはグリーンコープでんきをたくさんの人に知ってもらうことが必要。組合員以外
知られていないのでは？組合員以外でもグリーンコープに加入できたらいいのに。
新聞やテレビでアピールして欲しいと思います。
テレビ、ラジオなど宣伝をしていく
手続きが簡単な事、他社と比較してメリット・デメリットが分かる勉強会を開催
借家でも出来ることを知らなかった
周囲の人（保育園・幼稚園）に話して知らせる。
戸別訪問で伝える
福島の人にＧＣの活動を知らせる
脱原発でも十分に発電できることをアピールする
店舗でアナウンスを増やす
粘り強い情報提供等の啓発運動
今回のようにグリーン電気の存在を伝えていくことが大切だと思います。地道なこと
ですが、たとえばグリーンのカタログの目立つところにその魅力や申込み方法を絶え
ず伝えるような仕組み。
難しいですが、配達の時に職員さんや、地域委員、ワーカーなどが１軒１軒説明する。
（福島の今、大手電力会社・日本がやろうとしていることなど）やはり直接の声がい
ちばんだと思うので。
このアンケートはだいぶ効果があるのではないのでしょうか。私もグリーンコープで
んきというのがあるのは知っていても詳しく知りたいという姿勢にはならなかったの
ですがこのアンケートでもう少し詳しく知りたくなりました。
利用することのメリットは？デメリットはないのか？分かりやすい方法で伝えてほし
い。
チェルノブイリ、福島の原発事故の恐ろしさをもっと伝える、知らせる。映画などで
上映会をして（チェルノブイリハート）原発いらない⇒クリーンエネルギーグリーン
コープでんきへと！！
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このアンケートを会員以外の方々のお宅にもポストインしたらどうでしょうか？赤ち
ゃんや小さいこの集まる場所（ふくとぴあやエンゼルスポットなど）で、チラシを置
いたり配布したりはどうでしょう？
 思いはあっても、知識がない、時間がない方が多いと思います。大手電力会社からＧ
Ｃでんきに変えた場合に我が家の料金がいったいいくらになるのか、専門的アドバイ
スの出来る方が各家庭にアポをとり、話を聞いてもらう、一歩一件ずつ増やしていく
ことが大切かなと思います。
 脱原発が利用して欲しい一番の理由だということをもっと伝えると良いと思います。
 このアンケートにより日本各地に特に九州地方には、温泉熱、太陽光、小水力発電所
があることが分かりました。もっと積極的に PR して手続き方法などを詳しく知ること
がわかれば、グリーンコープでんきを利用しようと考える人が増えるのでは。
 GC 内だけではなく、他の広告媒体を使って広くアピールする必要があると思う。
 グリーンコープでんき=自然エネルギーを知ってもらう。利用手続きの簡素化。他との
メリットを伝える。安全性、将来性、経済メリットを伝える。
 このアンケートの内容をもっと広めるべき。チラシ、CM、口コミ、店頭チラシなど。
 もっと分かりやすい PR をして欲しい。情報が届いていない。
 切り替えメリットがもっと詳しくあるといい。
 TVCM、ラジオ、街頭広告。全国の脱原発集会に出向いて PR。
 親子で自然エネルギーを学べる教室や本の作成や発電所見学。
その他


















グリーンコープでんきに切り替えた方の感想をより前面に出していく(今までとどう
違うのか？むしろ変わらないよ。等の意見)
グリ-ンコープでんきをとても良いと自分が思えないので答えられません。
マンションや住宅関係に働きかける。
最初からじゃないとなかなか切り替えはしないと思う。
CM・共生の時代や号外などとても興味深いことが書いてあるのに堅苦しすぎて読む気
がしないと思う。
グリーンコープでんきの現在の総発電力及び将来の総出力目標などを知らせてくださ
い。
ＧＣでんきの安定供給やブラックアウトが心配
カタログのチラシが多すぎるので、食品とでんきのチラシだけにする。
ＧＣでんきの説明パンフレット必要。出資金も。
原発の電気を使う事は、核のゴミを出すということに気付いてもらう。
スマートメーターの安全性説明が欲しい
切り替え後のトラブル発生の不安
カード払いが出来るように
経営の多角化ではなく、食に戻るべき
ＧＣでんき以外の会社と一緒に協力する
共同購入に脱原発割引を作る
脱原発の国会議員を増やす。
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発電所の見学ができればよい
丸紅新電力の社長さんの話が分かりやすかった。
ＧＣでんきに変えるくらいなら、ＧＣをやめる。
国の政策が変更になれば安くなる？
国が脱原発をすすめる
このアンケートで忘れていたことを思い出した。地道に学習会、キャンペーンに参加
し続ける。勢いで入るもありと思う。
料金シミュレーションを気軽に体験できるように案内する
脱原発電力を使用続けた場合の私たち住民の生活がどう変化していくのかを伝える
組合員ではないと利用できないので、利用者が限られてしまう点
原発よりも自然エネルギーの方が供給大で安定・安心できることを証明できれば増え
るのではないか
太陽光パネルの廃棄を今後どうするのか。環境に問題はないのか等を明確にすること
出資金不足でしたら、協力会社などに出資を願い出ては。
安心して使用できる分の発電力があること。太陽光発電パネルは永久的ではないと思
います。不要になったパネルの処理はどうするか考えているのでしょうか？
グリーンコープ会員にとどまらず、全国的に利用者を増やす。
脱原発の政治家が増えたらいいと思います。
問 9 の➁の疑問、不安を解消する。現在の利用者さんの体験を広める。
今のグリーンコープの自然エネルギー発電でどのくらいの会員世帯を賄うことが出来
るのでしょうか。将来的に太陽光、水力、他にどのような自然の力をいつ頃まで開発
していくとか、話を聞く機会があれば、と思います。読み物でもよいです。GC に入っ
たばかりで、情報ないので、ごめんなさい。
利用者増により、安定供給がされなければ、不安です。需要と供給のバランスが崩れ
なければ、利用者を増やしてください。
大量の使用済パネルはどのようにされることになっているかとわかりやすく説明。
全世界、地球各国を脱原発にする
躊躇する人の心を理解して欲しい。良いと思うことをするに実行できる人ばかりでは
ありません。実際、GC でんきに変更した人の意見を知りたいです。良い事ばかりでは
なく悪い点についても事実を知りたいです。最近の GC はちょっと力が入りすぎていて
怖い気がします。変わるには力が必要ですが、力のある人ばかりではありません。で
きることを出来るだけでよいのではないでしょうか。情報を渡しては欲しいですが、
どう行動するかは、それぞれの人が決めることだと思います。このアンケートにして
も、記名式なのは、行き過ぎだと思います。ここでこれだけ力を入れるには、何か理
由があると思います。そこの部分が不透明です。
スマートメーターを使わない方針にして、それを明らかにすること。それがネックに
なって切り替えない人もいる。
GC でんきの中身をきちんと見える化すべき。料金を安くするのが一番良いが、出資金
を出す相手をベンチャーキャピタル等投資家にプレゼンし募るのが良い。私たちも自
分の生活があり、出したくても出せない。プロにお願いしてください。
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GC の事業所や店舗がモデルになる。連絡先をフリーダイヤルでいつでも相談できる問
合せ先を設置する。
組合員が全員切り替えても GC でんきはまかなえるのでしょうか。
アンケートはしたくない。こんなことならグリーンコープを止める。
このアンケートは原発に対する声をきくアンケートではなく、GC でんき勧誘アンケー
トです。表題をそうするべきでした。いろんな発電方法があって、どれにも長所、短
所がある
ので、それをきちんと説明することは大事です。
夜間の余った電気を消費するために始まったオール電化を止める
組合員をやめても又組合員外でも GC でんきを使えるようにする(出資すれば使用でき
るとか)

福岡東支部
問９「グリーンコープでんき」に切り替えたくても出来ないと思う理由があれば、お書き
ください。


























現在よりも利用料金があがる
停電など非常時のさい、大手電力会社と同じタイミングで復旧されるのか不安
大手電力会社に戻りたい時にすぐに戻れるのかわからないから
送電線を貸さない（制限する）というよな情報を聞いたことがあるから
大手電力会社が今年の夏に｢高齢者割引｣をすすめ、2 年縛りになってしまったので
ガスと電気のセットプランに申し込んだばかりで年契約になっていてすぐには無理
ご主人が大手電力会社より安くなる電力会社に変えたので
変えることでのメリット･デメリットがわからない
手続きの仕方が面倒そう
電気のトラブルがあったときの対処法や災害時どうなるかがわからない
マンションで一括して契約されている為
他社の電気会社に変えているのでそこからの変更が面倒ではないかと思う
安定継続できるのか不安がある
グリーンコープを脱退したときどうなるのか不安
切り替えると高くなるから
蓄電池を使用の場合どうなるかが知りたい
家族の理解が得られない
親族が大手電力会社関係だから
電気の売電もグリーンコープに出来たら切り替えたい
スマートメーターへの切り替えが不安 スマートメーターにしたくない
グリーンコープの組合員でなくても利用できるようにしてほしい
賃貸だと難しいのでは？
現状に不備を感じない
仕組みが理解できない
マンション住まいで自分のところだけ切り替えられるかわからない
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クレジット精算ができないので クレジット決済ができれば考える
周りに契約している（乗り換えている人）がいないのでよくわからないから
大手電力会社よりも安くなるなどの乗り換えるメリットがないので
自然エネルギー自体の安定供給に不安がある
高齢者で今からの切り替えは不安がある
手続き等簡単にできることをもっとアピールすべき
送電網が大手電力会社所有が今後新電力会社にどう影響を与えるのか不安が大きい
引越しでグリーンコープ脱退になると続けられないから
グリーンコープの供給体制に信頼が置けない
天災等で発電所等の事故が起こった場合の復帰能力や補償能力に不安がある

問１０脱原発についてご意見があればお願いします。






















太陽光発電以外の代替エネルギー提案していくべき
「福島視察報告』で福島の現状を知りショックを受けている。まずは原発のことを知り、
できることからやっていきたい
原発を止めたことで 1 日 100 億円もの富が外国へ流出した。メタンハイドレートなど
日本の自前資源での発電の割合を高めていくことに目標を置き、せめて 7〜8 割を自前
資源で賄えるようになってから原発を減らしていくのが責任ある方法だと思っている
いずれ脱原発の日本になればと思う
原発には反対だが、高齢で行動はできない
核のごみの実態、最終処分の困難さについて、核のごみ地図についてなどもっと広く知
らせていくことが必要
今まで恩恵を受けていたのに、事故後急に脱原発を叫ぶのは原発がすごく悪者になって
いる気がする
自然エネルギーをもっと増やしていくべき
自然エネルギーだけで全国民の電力を賄えるのか不安。
原発に絡んだ仕事をしている人や地域への保障が脱原発によってきちんとできるのだ
ろうか
なぜ脱原発ができないのかいつも考えている
福島の視察報告をもっと広めるべき
夏休み等を利用して子どもたちと福島の人々との交流や勉強会を行い、子どもたちにも
っと知る機会を与えるべき→メディアや学校の先生、員外の人々にも伝える機会を持つ
べき
無駄に電気を使うとどれくらいの影響があるのか、身近に感じれるようにする
自然エネルギーが供給の最優先になることを願っている
電気の利用が今後も増えることを考えると原発が一番効率がいいことも否定できない
原発や放射能のことを話すと身内から嫌がられる。次々と再稼動していくのを見ている
と声は届かないのかとあきらめの気持ちもある
蓄電設備を同時に性能を上げていくべき
人間が制御できないものは作るべきではない
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もっとたくさんの国民が新電力に切り替えていけば、脱原発の意思は伝わるのではない
でしょうか。
原発で働いている人の病気の原因や死亡原因をもっと公表すべき
法律から変えていくべき
身内が被爆しているので断固反対
もっと多くの人が関心をもつよう、メディアを利用すべき
太陽光パネルの寿命や廃棄法の問題も同時に考えていくべき
脱原発を唱える政治家が少ないのが問題。
自然エネルギーを作るところに国から予算がつくといい。脱原発で困る地域にもきちん
と対策を国が取れる体制が必要
福島の方々の原発事故後の原発に対する考えや今の影響をもっと発信してほしい。
国民投票して電力を国民がどうしたいのか決めてほしい
地道に市民が声を上げ続け、国に訴え続けていくしかない
家族は関心がなく、どう話していけばいいのかわからない
脱原発も大事だが、個人がまずは節電を心がけることも大切
原発に電力を頼るのはとても恐ろしいことだ
脱原発のメリットをもっと知りたい
国の政策に疑問。自分たちの誤りを国民に押し付けるやり方に不満
原発反対。そのために電気料金があがるなら電気の使い方を工夫したい。
原発の廃棄処分が安全な場所に確保できていない現状が一番怖い
配送電の分離が必要。もっと小さい地域市町村内での自給を目指すべき
国を動かさなければなにも変わらない。
経済優先の世の中は子どもの未来のことを何も考えていない。
原発に頼って生活が成り立っている現状がどうなるのか不安はある
核分裂によって放出されるエネルギーは膨大。それと同等のエネルギー源を生み出すこ
とにもリスクが出てくるのではないか。原発廃止によって生じる損失・リスク（外交・
技術・人材等）も考え知るべき。使用を止めたあとも処理の問題等あるので、ただ、反
対するのではなく、そこまで考えるべきなのでは？？
今の国会では脱原発は難しい。投票行動から考えなければいけない。
原発は必要だと思う。
出資者が増えるように(広く集められるように、出資額をもっと小口にして、生活に欠
かせない電気を自らが選んで使っているという意識を少しでも高めたい
脱原発というのは簡単だから「グリーンコープでんき」以外にどんな活動をしています
か？
大手電力会社の送電線を使っているのに原発のでんきを使わずにすむとか、託送料金へ
の不満などグリーンコープの意見は腑に落ちないし不快感がある
「脱原発」ではなく、「クリーンエネルギーの利用」というほうが、平和で穏やかで参
加したい感じがする。
中国が海岸沿いにずらーっと原発を作っており、九州は中国に近いなどの問題があるが、
どう考えているのか。
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脱原発は絶対に必要。しかし国の政策の転換がなければ難しい。そのためには市民運動
が必要である

問１１脱原発を実現するため「グリーンコープでんき」の利用者をふやしたいと思います。
どうすれば「グリーンコープでんき」の利用者が増えるでしょうか?


























料金プランのシュミレーションをもっと積極的にして、料金が上がるとしても、なぜ
そのような結果になるのか、少しずつでも納得してもらえるように努力すべき
切り替えが難しい人には出資金を促し、その際にグリーンコープの出資金との違い、
使い道、減資等詳しく説明する
問９の声を集めてその疑問を解決できる回答を組合員に知らせてほしい
料金の見直し（利用料金をポイント化して商品利用の割引に当てるとか組合員ならで
はのメリットを）
現在の電気料金と比較できるわかりやすい明細表や停電時の安心できる対応などを知
らせていく
広告や宣伝を増やす
今回のアンケートは考えるいいきっかけになった
イベントなどでの活動
今配布されているグリーンコープでんきに関する記事や情報紙は字が小さくて見づら
い。わかりやすく簡潔にしてほしい
員外の方にも積極的に呼びかけるべき。でんきの共同購入としてではなく、生協と切
り離してグリーンコープでんきへの加入→グリーンコープの加入があってもいいので
は。
一つ一つの家電の 1 日の利用料金など細かい電気事情が知ることが出来るような、利
用者にとって便利な情報があれば増える要因にもなるのでは
原発なしでやっていけることをもっと呼びかけるべき
環境に意識を持っている学校や幼稚園などの団体にこれから先の電気の重要性を訴え
続けること
電気の出資金の縛りが年配には長すぎる。お店増資のように一時的に出資できる仕組
みにしてもいいのではないか。
グリーンコープのでんきがどのように各家庭に送電されているのか教えてほしい
法人契約を増やす
原発と自然エネルギーの違いをわかりやすく比較し、料金設定もおおよそどれくらい
の割高になるのかなど明確にする
今回のようなアンケートは考える・知るきっかけになると思う
利用者のメリット増やし、明確にする
パンフレットを作る・わかりやすい比較表がほしい（問い５はわかりやすかった）
大手電力会社よりも価格が下がる工夫が必要
ホームページ上からシュミレーションできるようにする
手続きや今後のことなどをわかりやすく伝えていく
でんきのセミナーをする
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ショッピングモールなどでブースを出してみては
戸別訪問する
切り替えることに対しての疑問や不安を解消できるＱ＆Ａをホームページに載せる
脱原発を押しすぎない
毎回チラシを配布する
図解などで原発・大手電力会社との違いやグリーンコープでんきの仕組みを知れると
いいと思う。
電気料金を引き下げる工夫をして割安プランを準備し、宣伝する。
小学校・中学校で講座を開き、教育する
脱原発のためにと推すよりもこんなすばらしい電気がある！のほうが受け入れられや
すい。
見学イベントや太陽光を使った実験など、子どもにも興味をもってもらえるような会
を催す
グリーンコープでんきの登録用ランディングページを作成し、ターゲット層に合わせ
て広告を出し、他社との差別化を図る。
グリーンコープの利用者が増える＝グリーンコープでんきの利用者が増えると思う。
全国にある同じ考えの生協と一緒になって手続きを簡略化するといい。
自然エネルギーで十分なのかを理解できる資料を示せばいい。
福島の現状・グリーンコープでんきの切り替え方・料金などを 5 分くらいの動画にす
るといい。
でんきくん着ぐるみを作り、イベントでアピール
原発を使わないでんきだけでは弱い。他の新電力は大手電力会社よりも安かったり、
ポイントが付いたりしている。グリーンコープでんき利用者には個配手数料がかから
ないようにするなど、割引などしたらいいと思う。
電力会社に対抗するという印象を持たせるのではなく、「お得かも」「いいことしてる
かも」といった感覚を持ってもらうような宣伝活動を。
協力して当然･･･という姿勢を反省するべきではないでしょうか。
価格ではなく、でんきの中身のことをもっと伝える
切り替えた人の体験談を広報する。
（一戸建て・集合住宅・転入者・などさまざまなケ
ースで）
商品の仕入先の企業（メーカー）にも呼びかける
解約した場合は出資金は戻ってくるのか。

福岡なか支部
問９「グリーンコープでんき」に切り替えたくても出来ないと思う理由があれば、お書き
ください。
家族知り合い


自分家族親戚の会社の関係で決めている。
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家族の許可が必要（夫を説得できない、夫が今のままでよいと言う、息子の家である
など）
 家族知り合いが大手電力会社の社員、大手電力会社の関係の社員。
 仕事上切り替えにくい（集合住宅の１F が自宅になっている、仕事関係など）
料金経済的理由






他社との料金比較、使用量による料金モデルなど、目安となるものがないため。
経済的理由（年金生活など。）
料金が高くなるオール電化のため。
電気代のコストがどう変わるのか心配
グリーンコープでんきに申し込みたい。
（切り替えてもいいと思っている。）
（切り替え
済）
住環境

 集合住宅（一括支払い）
 マンションで電力会社が決められている。
 引越しの可能性があるため。
 賃貸住宅
 自宅が会社であり、複雑な事情があり出来ない。
 自社ビルには他の会社や事務所が入っており出来ない。
 今後ライフスタイルが変わるかもしれないので
 組合員でなくなった時の問題。
 自宅に太陽光発電パネル設を置している。
 マンション自体がエコ電気
 古いマンションなのでできるかどうか調べてないから
 産業廃棄物を増やすだけ
他社契約中
 ガスも大手電力会社にしている。
 大手電力会社以外の電力会社と契約している。
 大手電力会社以外のクリーン電力と契約している。
 他社（他プラン）に切り替えたばかり
 現在大手電力会社に売電している
不明不安面倒切り替えたくない










切り替えたいと思わない。大手電力会社が安心。現状で満足
よくわからない。いくらになるか分からない。メリットデメリットが分からない
面倒忙しい
供給に不安があるトラブル発生時の対応が心配。
スマートメーターへの切り替えに気が進まない。
様子を見たい
今は考えないが勉強してみたい。
クレジットカード決済できない。
太陽光発電に反対のため。（国土を考えていない。どこかの国の忖度があるのだろう
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か？）
 自然エネルギー中太陽光発電が多いので出資したくない。地熱や水力が増えるなら出
資を考えたい。
 新電力も、結局は大手電力会社の送電線を使うという点がすっきりしない。
 支払の窓口が電気、ガス１社でなくなる。
 グリーンコープでんきの歴史がない。新しいものに取りかかるようで不安。
その他




















自然も原子力も使用してくれる人が増えるほど、儲かる仕組み。大切なのは、限りあ
る自然を大切にすること。
住所変更をしていないため。
自民党が反対する事はためらわれると考える人が多い。
400Ⅴを使っているので
いつまでグリーンコープに加入し続けるか分からない。
グリーンコープでんきが続けていける運営なのか
自前の送電線ではないので、切り替えても同じ、純粋に納得できない。
利用申込書に重要事項の説明がないのにチェックはできない。
太陽光発電のパネルに寿命があり、将来的にどうなるかという不安がある。
現実離れしているように思える
グリーンコープでんきをアンケートで初めて知った。これから勉強して検討したい。
他社と比べたときの付帯サービスの充実度の差
知名度が低い。何かあったときの対応が遅れそう。
災害や緊急時にどうなるのか、大手電力会社など既存の電気への切り替えがスムーズ
に行われるのか。
電気はとても重要なインフラであるため、大きな会社の方が安心感がある。
主人が送電線を作っている会社の会長
員外でも加入できるなら、知り合いに勧めることができる。
電気代の領収書と商品代の納品書を別にしたらいい。
出資金が必要だから

問１０脱原発についてご意見があればお願いします。
脱原発に賛成







脱原発に賛成。クリーンなエネルギー必要。核のゴミが出る原発に反対。将来の子供
たちのため。
この夏電力が余っている（自然エネルギーの供給が多くて）というニュースを見て、
ますます原発はいらないと思った。
脱原発を国策にしてほしい。危険で先が見えないものを続けることに意味はない。
少しくらい不自由でも素朴な生活をすれば電気もそれほど必要ではなく原発も不要に
なるのでは。地震や災害の多い日本では原発はいらない。
脱原発したいが、どうしたらいいのかが分からない。
脱原発であるべきと思うが、福島のことがあっても変わらない社会、学ぼうとせず「仕
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方ない」と自分の問題として考えない人々の姿勢に難しさを感じる
 脱原発運動を進めてほしい。
 災害の多い日本には原発は必要ない。このことを自覚し、意識を高める必要がある。
脱原発に疑問


視察報告書は、脱原発ありきで作られた一方的な情報のように感じられた。自然エネ
ルギーといえば聞こえは良いが、
 原発は必要だと思う。脱原発は本当に必要なのか分からない。
 太陽光発電や風力発電も本当に良いのか分からない。
 世界中原発がなくなることは考えられない。個人の力ではとても遠い話。
 脱原発はすぐには難しいと思う。
 売電も今後難しくなると思う。需給バランスを取るのが難しくなり、電力会社は積極
的に動かないのではないか。
 原発と共存する方法を模索する
 現状を見ると仕方ない原発費用の負担は必要
 安定したエネルギーが供給できるのでしょうか？
 原発関係で働いてる方の補償は誰がするのか。
 グリーンコープに反感を覚える。一方的な意見は良くない。
 脱原発は理想的かもしれないが、原発で作られている電力を他でまかなうのは現実的
に厳しいように思う。
 原発稼働に賛成。原発事故処理費用は全国で負担してもよい（仕方ない）と思う。
 もっと地に足をつけた身近な問題に着目すべき。
 原発には反対だが、今夏も１日中エアコンを使用し、自分が電気をたくさん使ってお
いて脱原発とは言いにくい。
 原発ゼロが理想だが、電気料金値上げや風力発電なども安心できない。
 将来的には脱原発に賛成だが、原発を止める処理費用はどうするのか。
 大手企業などが海外に原発をつくる国家プロジェクトがあるが、日本でデータがなく
なるのはどうかとも思う。
 原発がないに越したことはないが、利点もあり無くすのには無理があるような気がす
る。どうしても安価で供給されてきた大手電力会社の実績に頼ってしまう。
国政治





国の方針を変えるべき。声をあげる議員を増やす。揺るぎない政界の仕組みに反感。
電気の需要と供給のバランスが上手くいけば原発はいらない時代がくる。
脱原発を実現できるようグリーンコープの運動に期待している。
原発の海外輸出はもってのほか。世界における原発ゼロの取り組みの先頭に立つ責任
が日本にはある。
 ずるい政治家、大手企業、投資家がいる限り、脱原発は進まないと思う。
節電宣伝市民の声




市民の声を広げていく
国民の生活を変える。便利な生活を求めない。節電する
よくわからない
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再稼働が進み、憤りを感じている。世界の潮流は再生可能エネルギーなのに、日本は
いつまでこんなことをするのか。
福岡市に住んでいるので玄海原子力発電所の安全面に疑問がある。
他国のように自然エネルギーに切り替えてほしい。日本の事故で脱原発を決めた国が
あるのに、当事国が原発を使い続けるのはおかしい。
継続的な PR 活動ＣＭ宣伝をする。
同じ考えを持つ団体、企業と連携できないか。
組合員だけでも原発の危険性、廃炉に向けて声を上げ続ける重要性を理解してもらえ
るよう繰り返し情報を発信していく
グリーンコープに加入しているだけで、意識高い系だと思われている。まずは、意識
高い系がなくならないことには、難しいと思う。
現在の自然エネルギーだけでは、電力不足になりそうで心許ない。メタンハイドレー
トという自前資源を採掘利用できるまでは、原発も仕方ないと思う。
脱原発には賛成だが、行動には移せていないのが現状。
脱原発に反対ではないが、既に存在するので、安全に使用することを考えるのも大事
なのでは？使用しない維持費は使用している時の維持費の 3 倍。
事故が起きるまでは使用していたので、今になって反対は無いのでは？
原発に頼らない生活がしたい。
福島の惨状をもっと報道すべき。考えるべき。
九州で原発事故が起きたらこのようになるというシュミレーションをしてほしい。
自分にも福島と同じことが起こるかもと思うと怖いので、考えていきたい。
年々自然災害がひどくなり、しかもあれだけの原発事故を起こしながらいまだに原発
に依存しているのは異常。積極的に自然エネルギーへの転換をするべき。
自然エネルギーのメリットデメリットを分かりやすく説明して欲しい。
長いスタンスで代案を確実に知り、「脱」に転換する必要がある。
現在の経済状況や日本の構図を考えると難しいが、将来の子どもためには原発の在り
方を考えるべき。
グリーンコープに頑張って欲しい。（グリーンコープでんきの会社を設立）
グリーンコープの脱原発運動を支持する。声をあげるだけでなく自然エネルギーの発
電所を作るなど、脱原発に向けた具大的な行動が伴っている点が素晴らしい。
自然災害による事故が発生するかもしれないというリスクは取り除くべき。
自民党が脱原発に向き合わなければ一般市民への拡がりは難しいと思う。
政治側が少しでも変われば、市民はより脱原発に向かうと思う。市民運動と政治の両
サイドから拡げられたらいいのにと思う。
情報を明らかにしてメディアで取り上げてほしい。女性の議員の割合が 193 カ国中 158
位という日本。
せめて男女半々にして女性の声を税金の使い道に反映させてほしい。生活（男は仕事、
女は子育て、介護、家事）に忙しく、知らないうちに政治家と企業が日本を原発だら
けにしてしまった。
働き方を変えていき、政治を見つめる時間的余裕が国民に必要。
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推進側、反対側両方の意見をしっかりと確認し一人一人が自分で判断するのがよい
自分のできる事があるならしたい。
国の今の風潮にも疑問をもっている。
「tomorrow パーマネントライフを探して」という映画を見て素敵だと思った。生協の
太陽光発電を作るのには賛成だが、ただ作るだけはどうかなと思う。国は自然エネル
ギーを助ける気はなさそうなので、もっと魅力あるものにして欲しい。
どちらも支持しない
自然エネルギーを考えるべき。増えるとよい。
自分の家の電気は、自分で発電したい（小型の風車、太陽光など）。
長期的なエネルギー政策を進める。
ガスセットをつくる。
原発には反対だが、放射性物質の処理、研究、設備に関する予算がかなり必要であり、
低コストで発電できる原発を稼働してその資金を研究に向けてほしい。
また日本のどこかで福島のようなことが起きたら、もう食べられるものがなくなるの
ではないか。皆が自分のこととして真剣に考えるべき。
ドイツのように経済的に少々我慢しても国民一人一人が安全を守るという意識は日本
人にもあると思うので、政府や経済界に負けない世論を作っていくべき。
電気の基本を学ぶ必要がある。
早期に実現しなければならないと思う。
既存のダムに小水力発電機能を持たせるのがベスト。
グリーンコープが取り組むには事が大きすぎる。安全な食品を提供する事に集中して
ほしい。
うちの主人は原発で働いています。
ひとりひとりが省エネに徹する。
賛成反対両方の情報をありのままに開示して、その上で納得できれば必然的に利用を
選択するのでは。
このアンケートで自分が何も知らないことに気がついた。共生の時代を読もうと思っ
た。

問１１脱原発を実現するため「グリーンコープでんき」の利用者をふやしたいと思います。
どうすれば「グリーンコープでんき」の利用者が増えるでしょうか?
料金手続き









他社より安価
料金が変わらなければ切り替えたい。
大手電力会社と料金的に差をなくすこと。
料金プランをもっと増やして、各家庭であまり負担がなく利用出来るようにする。
手続きを簡単にする、簡単に切り替えられることを知ってもらう
「グリーンコープ」という名前がついていると、高そうに思う。
電気料金の建設費用は電気料金に含まれない事を説明する
料金診断
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 カラーのアンケートにお金や資源をかけるなら経費削減して努力すべき
 切り替えと出資がそれぞれ別に出来ることを分かりやすく伝える。
 店舗組合員への納品書等の対応が悪い、改善して欲しい。
 電気だけの納品書を作る
説明宣伝



























宣伝するＣＭを打つメディアなどで知らせるアピールする口コミなど、まずは知って
もらうことが大切。
詳しく説明する。分かりやすい資料を作成する。メリットデメリットを伝える
具体的な料金シュミレーションのような表があれば分かりやすいのでは。
商品のチラシと区別してはどうか。
グリーンコープでんきに契約している人が加入を勧めると説得力があると思う（班な
り店舗で）。
原発への視察。原発のことを知る。福島の現状を伝える。広報活動。
別封筒【重要】で届いたのは、考えるきっかけになり、良い。
目的（脱原発、将来への子どもたちの安全）を明確にして、宣伝を増やしたり、具体
的な料金プランを提案したり、知る機会を設ける。
運動を継続する広げる
「脱原発」という言葉をもっとわかりやすい言葉にする。
「新しい生活提案」とか政治
分野に関わらない工夫.
脱原発に向けた具体的な道筋を視覚的な資料でしめす
電気料金が上がらない組合員への呼びかけと、脱原発を主張している人達へのグリー
ンコープでんきのお誘いをしてはどうか。
引越したばかりの人にすすめる。
クリーンで安全な電気であること、安さなどをアピールする
安定供給ができることを知らせてほしい。
途中で頓挫する不安があるので、信頼できる根拠を示してほしい。
説明会などで少しずつ聞かないと理解できない。よくわからない。
無料見学会を数多く、繰り返す。
学習会を幅広く行う。
利用者の声、良い点悪い点をお知らせすること、今回のようなアンケートをとること
で、より理解を深め興味をもってもらえるかもしれない。
実現して利用すること。実績を積む。
環境のことを考えて生活している人は一部。そうではない人がわざわざ電力会社を変
えるとすれば、料金の安さだと思う。
組合員でも知らない人が多い。配達員さんが伝えていく必要があるのでは。
グリーンコープでんきの実績を数十年かけて証明する必要がある。安価で安全、安定
供給されるという歴史が出来れば、切り替える人も増えるのでは。
知らない間に大手電力会社の原発に助成している現実を広く社会に伝え、脱原発の考
え方をコマーシャルする。
風力発電も検討してほしい。
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切り替えがスムーズに出来ることを分かりやすく説明する。
原発がなくても自然エネルギーで十分であることを訴えていく。
グリーンコープでんきを実際に利用しているコア区画の実情をたくさん放送、配信す
る。
 停電した場合の復旧が大手電力会社と同様にできること、料金が他とほぼ同じことが
伝われば利用者が増えるのでは。
 太陽光発電に反対の人もいるので、別の発電方法も模索する必要があるのでは？
 グリーンウェーブで伝える
難しいと思う




























台風や大雨、浸水で太陽光パネルが壊れ、問題になっているので、ここがクリアにな
らないと難しいと思う。
原発に代わる新技術開発の支援ならいいと思う
強引に言われると不信感を覚えると思う
増やすための工夫やこのようなアンケートで啓発していくのは有意義で良い。
安定供給ができ、利用者を増やす。
コストが変わらないことを訴えていく。発電所見学も有効かと。
員外へ知られるようにする。利用できるようにする。
若い人に働きかける。
確実性を保証すること。
グリーンコープでんきに切り替えた時の電気料金を明確に伝える。
原発の怖さを訴えていくべき。
付加価値があると良い。メリットを伝える。
グリーンコープでんきに切り替えても不便がないことを伝える。きっかけ作り。
グリーンコープは一方的だと思う
脱原発＝グリーンコープという昔ながらの考えを変えることかな。
余裕が出来た時
今の福島の現状を伝える。
本当にいいものなら何もしなくても広がるはず
出資配当金をつける。
出資金の 10 年預かりを、若い人はいいかもしれないが、高齢者には年齢で５年とか７
年にしたらどうか。
送電システムもグリーンコープでつくると増えるのでは。
グリーンコープでんきに加入している利用者の声が聞きたい。
グリーンコープでんき以外にも様々な原発以外のエネルギー会社があることが、なか
なか目に触れない。
クリーンエネルギーの事業が広報の共同プロジェクトを立ち上げ大きく宣伝し、そう
するうちにグリーンコープでんきの利用者も増えるのではないかと思う。
分からない。
幸せの意識（幸福観）の変革、健康であることなど、環境を変えていく。
東日本にもグリーンコープを作る
148



































組合員は強制加入にする
福島の視察報告は素晴らしいと思う
現在のこの様子をまんがのような形で絵を主体にして薄い冊子等にしてみては？
このことはゆっくりとしか答えは出ないでしょう。
グリーンコープでんきを設置できるマンションやベランダに設置蓄電がもっと進むと
いい。
電力会社が代替エネルギーを開発すればよい
食品と電気のセット価格があればよい。（ポイント加算で買い物に使えるとか）
自然エネルギーのみである事を伝える
まずは職員が全員加入し、良さを伝えていく
少額の出資金も受け付ける
国が主体で始めないと意味がないと思う
組合員を増やす
もっと信用されるグリーンコープになること（実績がないから）
クレジットカード決済にして欲しい。
身近な人が始めたら少し考えるかも。
グリーンコープの発電源が分からない。
現実は厳しいと思う
色々制約があるならグリーンコープに入らなければ良かったと思う。脱原発をアピー
ルしすぎるのは良くない
どちらも支持しない。
大手電力会社に脱原発を働きかける。
個別訪問
ひとりひとりが原発事故のことを考えると利用者が増える。
興味なし！
複数の電力会社が誕生すると、国民が選択できる。
利用している人から伝える。
支払を口座振替にするのが面倒。
利用している人から伝える。
男性（主人）にも訴える方法を考える
出資しなくても利用できるのか分からない
集合住宅団体加入
委員さんとお話しして加入したくなった
毎週チラシを入れる
国に託送料金の見直しを認めさせる。

福岡西支部
問９「グリーンコープでんき」に切り替えたくても出来ないと思う理由があれば、お書き
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ください。
家族
 家族・知り合いが大手電力会社に勤めている・大手電力会社関係者。
 家族の反対、家族の理解が乏しい
 家族の職場の新電力に切り替えた
 大手電力会社に勤めていた
 家族が契約している
契約
 オール電化なので
 新電力に切り替えた
 マンションで契約している
 インターネット・携帯とのセットプランにしている
 契約期間がある
 太陽光をつけている
 職場と家が一緒なので自宅分だけ切り替えることができない
 売電している
 引き落としを商品代と別の通帳にしたいができないといわれた
 生協契約者と電気の支払い者の名義が違う
 銀行のサービスが受けられなくなる
 エネファームを設置したので
知識
 勉強・理解して決めたい
 よくわからない
 判断するだけの知識がまだない。
転居
 引っ越し予定・転勤族のためしたくない
反対
 ＧＣでんきに賛同しない
必要性
 めんどくさい・めんどくさそう
 現状でよいと思っている・別に切り替えなくてよい
 切り替えたいとは思わない
 経済的メリットを感じない
 原発不使用は賛同するが、切り替えるまでの切り札がない
 検討する時間なし
 メリットなど詳しいことがわからない
 今後検討したい
不安



供給力・安定性への不安
不都合があった場合の対応が心配
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自然エネにも不安がある（電気の供給力・太陽光パネルの破棄や火力発電の割合が多
い）
 大手電力会社のほうが安心感がある（トラブル時）、電気は大手電力会社でいい
 将来的にどうなっていくのか不安がある。
 原発がなくなっても大丈夫なのか不安
 買取控えのニュースがあったのでＧＣでんきの今後にも不安がある
料金
 料金が上がってしまう・今よりも高くなる可能性が大きい
 今よりも料金が高くなりそう
 安いほうがいい
 安くなれば検討したい
 料金への不安
 切り替えはできないが出資している
 深夜電力を使うため
 クレジット払いができるのであれば
 料金の比較・検討が必要
その他









質問したいことがあるけどどこに聞けばいいのかわからない
高齢のため
ＧＣを続けるかどうかわからないので。ＧＣを退会したらどうなるのか？
出資金の年数が長い
大手電力会社を相手に原発を止めるように裁判している原告団に加わってます
原発がすべて悪いという意見に疑問。
切り替えを希望していない・賛成でも反対でもないのに「切り替えたくてもできない
理由」という設問内容に疑問。
大手電力会社の送電線を使っているうちはＧＣでんきに切り替えても原発で発電した
電気を買っていることになるのでは？

問１０脱原発についてご意見があればお願いします。
意識
 節電も大切
 気持ちは脱原発だが、どうしたらいいかわからない、いつかなるのでしょうか？
 個々が真剣に考えていないのでは
 難しい問題
 市民の力を集結させるべき。
知識
 このでんきアンケートで脱原発を考えるようになった・初めて知った
 福島原発事故後、原発が安上がりでないと知った。
脱原発


賛成
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大賛成・絶対必要
子ども世代のことを考えると脱原発には賛成。
脱原発を応援している
できれば脱原発
一日でも早く脱原発に。
原発は将来的にはなくなるべき
積極的に取り組むべき
日本全土原発はなくしたい
正直深く考えたことはないが、原発は怖いと思う
地震などの自然災害や国土から考えて、日本に原発は適していないと思う。
脱原発への行動を起こしているグリーンコープを応援している
活動してくれてありがとうございます
福島の今は津波被害でなく原発被害。
福島のことも解決できず、避難の事ばかり言って安全委員会は稼動ありきで次々許可
していますが、次にメルトダウンがあれば避難云々ではすまず、日本が誰も住めない
国になるのでは？と思う。
 これだけの災害が続いても再稼動させようとしている国と電力会社。国土をつぶして
も都心が守られたらいいのか。
 再稼働しなくても電力は足りていたのに再稼働する意味がわからない
 私が生きているうちに実現されることを願っています。負の遺産を子ども達の残して
しまうのは不安です。
 放射能を除去できる装置を開発して。
 電気会社が責任を持つべき
事故






自然災害が桁違いになっている今、リスクが大きすぎる。危険。
事故は二度と起こしてはいけない。恐ろしい・忘れてはならない
事故を教訓に脱原発をすすめてほしい
被爆の恐れがあるので原子力発電所が身近にあると怖い
大きな地震のたびに近くにある原発の安全を確認しなければならない現状はおかしい
と思う
自然エネ賛成

 自然エネでもまかなえると思う・自然エネに賛成
 自然エネの安全で安価な供給を望む。
賛成だが…・







賛成だが、なかなか難しいと思う・現実的には厳しい
賛成だが今までお世話になってきたのも事実・地域の利害関係も。
賛成だが、料金は安いほうが良い
賛成だが、安定供給できるのか
賛成だが、少数の人数では無理と思う
賛成だが、供給の安心感などから大手電力会社に脱原発をしていただきたい
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賛成だが、怖さだけを訴えても脱原発は実現しないと思う。電力の融通や、電源確保、
等、行政や電力会社とも問題点を共有すべき
 賛成だが、自分の生活にどう影響が出るのかわからない
 原発なしでも問題なく生活ができるのであれば賛成（電気・国益等）
 原発に頼るくらしは方向転換すべきだが、年月をかけて段階的に行われるべき
政府・国







国として大きく方向転換をし、脱原発へ政策を切り替えるのが一番であると思う。
行政レベルで取り組まないと難しい
賛成だが、今の首相では何も変わらない・国が変わらなくては
脱原発の政治家を増やす
政府に怒り。自分の身に置き換え、体験してほしい
ＧＣでんきの事業が理想的なものだと広く知られ、将来的に税金が投入されたら良い
と思う。利用者個々の負担では限界もある
 電気事業は営利企業でなく国がすべき。
 ソーラーパネルが安くなり、家で電気を作れたら一番良い
原発は…







原発はいらない
原発でない電気になってほしいが今の段階では実現しそうに思えない
原発は怖い。
原発は事故が起こった後の処理が大変。後のことを考えているのか？
原発は戦争、原爆と同じ
原発がなくならない限り日本は変わらない。一部の人が電力会社を変えても原発は存
在する
 原発にもたくさん電気を作れるなどメリットはあるが・・・
発電方法







自然エネの発電に賛成、もっと自然エネルギーを活用
メガソーラーではなく、地熱、バイオなど小規模な自然発電を希望・循環型・
ソーラーパネルの寿命への不安
エネルギーも地産地消すべき。
脱原発は賛成だが、地熱や風力などにもリスクはあると思う。
(発電に伴う環境の破壊など）リスクも正直に出していかないと原発を推進した人たち
と同じでは？
わからない

 ＧＣでんきが広がれば脱原発に繋がるのですか？
 共生の時代、全文掲載はわかりにくい。アウトラインをまとめたものがよい
 よく分からない・考えていない
 詳しく分からないので特になし
原発必要


大量使用する企業にはパワーのある原発は必要なのではないか。その恩恵を生活のあ
らゆる部分で受けて利便性には欲している
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福島原発事故は不幸なことだったと思う。しかし資源のない日本で太陽と風力だけで
国民のでんきをまかなえるとは思えない。
 今以上の原発の発電所を作らせない、事故は二度と起こさせない運動は参加したいと
思う
 エネルギーセキュリティを考えると原子力発電所を含めたエネルギーのベストミック
スが必要と思う
 再稼働に賛成
 原発は必要。自然エネは課題が満載でコストも高すぎる
 原発が必要と感じているＧＣ利用者もいる。
『必要』の立場の意見も載せて判断を利用
者に任せるべき。ＧＣ利用と原発を切り離して。ＧＣの姿勢に疑問。
その他





ドイツ方式に近くなればいいと思う
賛成でも反対でもない
脱原発は「原子力発電」を止めるということなのか？止めた後の対応は？負の遺産と
して維持し続けなくてはいけないのでは…
原発を廃止するにしても処理や今後の電力を根本的なところから考えないと具体的な
取り組みにならないのでは？

問１１脱原発を実現するため「グリーンコープでんき」の利用者をふやしたいと思います。
どうすれば「グリーンコープでんき」の利用者が増えるでしょうか?
連携
 反原発電力の企業と共同で連携・アピール
料金
 料金が安くなればよい
 料金面が気になる・具体的な料金
 安定的に、料金も高くない電力を配給すること
 費用の対比が必要
 現在の料金より高くならない
 出資金
不安
 グリーンコープを辞めたら終わりですよね？いずれは辞めると思う
手続き
 段取りが不明なので分かりやすい手続き書・手続きを簡単に。
 面倒なイメージがあるので一緒に手続きをすればよいのでは
 切り替えの手続き代行
システム




メリットがあること（例：GC 商品プレゼント・ポイントなど）
停電時の復旧にかかる時間が大手電力会社と変わらないとか、メリット、デメリット
を正確に伝える
仕組みが分かりにくいので分かりやすく・具体的に
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グリーンコープ＝食材を取らないといけないと思われるので、電気だけの組合員もあ
ったらいい
 試用期間が設けられるといいのでは
広報



メディアでの宣伝・CM
このアンケートのようにまずは知ってもらうことから地道にアピールを続けていくこ
とが大切だと思う
 認知度を上げる、組合員外にも知らせる
 ＧＣでんきの情報がまだまだ少ないと思う・知ってもらう必要がある
 説明会、情報発信
 ＧＣに入っていても知らなかった
 口コミ
 わかりやすくカタログ・チラシなどで案内
 イベントなどでアピール
 福島の現状や原発事故のその後のことなどをもっと知ってもらう、他人事でないこと
を知ってもらう
 組合員一人が一人ずつ利用者を増やす
 原発の恐ろしさを将来的にどのように生活に影響があるのかを分かりやすく説明。メ
ディアを使ってでも。
 安全性をアピール、未来の子ども達に負担を掛けない安全な電気だとアピールする
 脱原発によるメリット、デメリットを明確にして利用者の意識を変える
 講演会
 ネット
 原発のことを知らせる
 ポスター
 脱原発とあまり強調されると引いてしまう。両者のメリット、デメリットを話すべき。
 電気料金を表示したチラシ その理由を説明する。
 パンフレットなど各戸に組合員外にまで配布
 GC でんきをこのアンケートで初めて知った
 集会などに参加する
 子どもへの教育からしたほうがいい
 安さ、ポイントなどのサービスの他社。そこに重きを置く利用者の改革よりもまずは
環境に関心を持つ人を早く取り込むため講演会、自然関連のイベントでのアピールが
必要
意見






個々が理解することが必要。若い方の理解を深める
意識を変えていくことは難しいが、続けていく必要がある
誘導尋問のようなアンケートに疑問。
出資金と言うワードに若い世代には敬遠せれるのでは？
グリーンコープ全従業員から利用したら・・・
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 未来のことを考える
 家族への理解
 新しいものに対する不安、実績を積めば説得できる
 もっと分かりやすく。わかりづらい
安定
 安定したでんきを供給してもらえるかが不安。安心して利用できれば。
 長所を伸ばし、より多くの人に知ってもらう
 新電力への不安有。実績を作り知らせる
その他









アンケートの全員提出に疑問。個人情報を書かせるのはどうなのか
グリーンコープの利用者を増やす
脱原発=グリーンコープでんきというのがよくわからない
自然エネがもっと増えること
説明を聞く・文書を読むのが大変
地域に向き合う姿勢を貫く。
ソーラー発電があるので蓄電ができれば大手電力会社を使わなくてもいいのかもしれ
ない。
そうなればＧＣでんきに加入することもあり得るかも。

筑紫支部
問９「グリーンコープでんき」に切り替えたくても出来ないと思う理由があれば、お書き
ください。
金額面












料金が高くなる。
安くない。
太陽光発電を大手電力会社に買い取ってもらっているので、切り替えると大幅に電気
代が上がるから。
大手電力会社が安かった。
少しでも料金が安くなるようにと大手電力会社のスマートファミリーに切り替えたの
で。
光熱費をカード払いにしているので。ポイントが入るのでそれがなくなるのはもった
いない。
インターネット契約などはグリーンコープでんきに切替えた場合料金サービスはかわ
らないのか？（携帯電話会社とインターネット契約との両方使いで月々の携帯料金の
価格も安くなっている現状）
現状より請求額が下がるなら検討しても良い。
今契約中のプランの方が安いため。2 年契約にしているので解約金が心配。
節約しているので電気料が値上がりするのは困る。
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 料金がどのくらい変わるのか具体的に分からないので。
 出資金の負担が重たいのでは。
 大手電力会社の方針次第で電気料金が大幅に値上がりするのでは。
不安
100％信用して良いものか。
グリーンコープでんきではまだ不安がある。
グリーンコープでんきに切り替えて充分電気が不足せず使えるか心配。
今まで通りの供給が常にできるのか分からないから。
大手電力会社からグリーンコープでんきに変えることに不安を感じている人もいるか
も。
 大手電力会社の考えによっては電気がちゃんと使えるのか不安。
 太陽光発電は天候によって不安定になるのではないかと聞いたことがある。
 何かトラブルがあったときに大手電力会社のようにすぐに対応できないのではないか
と思う。
 安定的に使用できるのか？太陽光発電など買い取りをしないとかのニュースを見ると
送電使用料とか大手電力会社の対応が不安。
 供給の不安がある。解消できる理由をもっと詳しく知りたい。
 万が一のこと(災害時)があった場合の対応はどうか？
 うまく長く運営（経営）できるかどうか心配。
 何かあった時に復旧に時間がかかるのではないか心配。
 後々の手続きが面倒なのではないかとの不安があり切替えられない（解約出来ない等）
 冬場など、天気が悪い時に電力が足りなくなったらどうなるのかわからない。
 切替工事の立ち合いがどうなるかわからないから。
 グリーンコープでんき事業の仕組みをまだよく理解できていないので不安。
 安定供給をどこまで保証できるのか。
 自然エネルギーが最上だとは思うが、今までと同じように安定した供給ができるのか
が不安。
 生活に重要なライフラインなので、軌道にのるまではトラブルなど心配。
 不要な部分がある。具体的に何が不安なのかわからない。組合員だからという理由に
はならないと思う。
 太陽光、温泉熱、水力発電、自然エネルギーを利用しての発電でとても望ましいが全
部まかなえるのか不安。
 ブラックアウト等不測の事態が起きると困る。
 売電と購入先がそれぞれ違うのは不安である。
内容












まだ仕組みが明確に理解できていない。
手続きがよく分からない。
内容を詳しく知らない。
手続きの方法が分かれば切り替える。
情報不足。現実を知らない人が多い。
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メリット、デメリットがよく分からない。
必ずデメリットがあると思うが、勉強不足でまだそこまで深く考えたことがない。
持家ではないので出来ないと思っていた。→再検討してみるが、切替え方法やメリッ
トが資料では具体的に分からなかった。
家族への説明説得が難しいのではないか。私たちは夫婦二人で話し合いましたが、話
し合う時の根拠となる資料やデータを示すのが難しい。
料金がよく分からない。今より高くなるのでは生活が苦しくなるので、正直切り替え
できない。また手続きが面倒なのではないか、ちゃんと供給されるかなど、知らない
事が多すぎてまず検討できない。
オール電化、深夜電力を切り替えての料金の内訳金額を知りたい。
増資について今現在、先の見通し、現時点での供給量が数値化されていない為、積極
的にできない。もっと詳細な資料が必要だと思う。
太陽光発電と大手電力会社とエネファーム（ガス）を使っているが、今まで通りその
まま使えるかどうかが分からない。
電気＝大手電力会社のイメージがあり、グリーンコープでんきに代えるとどんな風に
変化があるのかイメージがしづらい。
（料金請求形態など）実際に切替えた人の例を挙
げてあるチラシなどがあれば参考にしやすい。
耐久性。
従来使用と同条件（経済的）・供給確保が困難と想像するため。
引き落とし口座が変わるのは面倒だが、引っ越すことがあればそれを機に考えたい。
素人考え、机上の空論な感じがする。
大手電力会社からの電気の説明を聞き、トラブル時の保障が難しくなるように思う。
グリーンコープでんきに変えるメリット、大手に頼らず供給できることをもっと伝え
ていく。
グリーンコープでんきの運営状況が不透明である。
送電線がない事。大手電力会社より送電線を借りる必要があれば、発電価格に制限が
かかると思う。発電とともに送電線も整備して。
手続きに手間がかかるので面倒。
ソーラーパネルに不信感を持っている。
主に太陽光発電がグリーンコープでんきの源なので。数十年後のパネルの廃棄が大変
そう。
電気代が合算されるので管理しにくい。切り替えたくない。強制されたくない！しつ
こい。
ポイントや価格のメリットを出す他社に対して、脱原発運動が難しく伝わりにくいの
では。短期ではなく、長期の安心の差が分かれば伝わるのでは。
生協がなぜ電気事業まで手を広げるのか納得出来ない。それより、原点の食の安全を
しっかりしてほしい。
グリーンコープでんきと目に見えるものはないので大手電力会社の電線を通って来る
わけで今は様子を見たいので切り替えることは考えていない。食べる物とこれはまた
別の話しなので。
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出資金が 10 年間据え置きなので高齢の後の整理を考えると出来ない。また、料金支払
が銀行振り込み単独でないのでためらう。
 深夜電力を使っているので切り替えを断念したが、アンケートで切り替え可能と知っ
たので早々に切り替える。
 スマートメーターにしたくなかったので（電磁波に気をつけている）大変だった。
 グリーンコープが電気事業をされていることを知らなかった。
 対大手電力会社ではなく国全体、社会全体で原発について考えて欲しいというアピー
ルをしてほしい。
疑問










出資しないと切り替えられないのか。
組合員でないとだめなのか。
再生エネルギーだけで、顧客に 100％供給できるのか。雨や曇りの日はどうなるのか。
非常時の対応は。電力供給不足に陥った場合の対応は。
ＣＯ2 は火力に比べてトータルで本当に削減できるのか。
地震などの災害で安定供給できるのか。使用料金が将来も含め安定していく見通しは
あるのか。
 サポートを大手電力会社と同じくらいしてもらえるか。
 アンケートで従量電灯Ｂと答えたので料金は変わらないとの回答だったが、ただそれ
だけでは信用に乏しい。グリーンコープが作っている発電所が少なすぎて多数の方が
グリーンコープでんきに切替えた場合に果たしてまかなえるのか。
 グリーンコープが設置しているソーラーパネルによって太陽光が反射したものが一般
家庭を直撃して迷惑をかけているのは本当か。
 太陽光発電を設置しグリーンコープでんきにも切替えてそれが節電につながるのだろ
うか疑問。
 グリーンコープでんきをやめたときはどうなるのか。
 引っ越しの可能性があるが、切り替えても大丈夫なのか。
世情










大手電力会社が自然エネルギーの電力購入を押さえるという記事が出ている。
現在の流れでは切替えられない。
世の中が原発に頼っているせいで、脱原発の必要性が薄れてみえる。
大手電力会社という安心感。
政府の電気の発電・配電政策がころころ変わり電力会社重視が変わらない限り変更す
ることは難しい。太陽光の売電価格が安くなっている。
電力＝大手電力会社のイメージが強すぎる。昔からこのイメージでなかなか変えるこ
とができないのでは？個人生活レベルでは、現状で何も困ることはなく、原発はどこ
か他人事。
北海道地震で火力電力の不安定さを誇張するような報道の仕方になっていないか気に
なる。
送電線等の保険のためにも大手電力会社は必要。大手電力会社にもある程度の体力（企
業力が）必要。
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一世帯への取り組みではなく、班や地区、町全体に働きかけて考えていく方が地域の
人とも話ができる。忙しい現代人は環境のことを考える余裕がないような気がする。
老後にツケが来るだろう。
 自然エネルギー、脱原発など、クリーンなイメージの太陽光、水力発電だが、デメリ
ットについては多くを語られない。自然エネルギーが本当に安心して利用できるかは、
リスク、デメリットを深く検証して打ち出して理解しないと原発と同じではないかと
不安。
 原発を停止してそのゴミはどう処理するのか。風力発電の博士号をもっている友人が、
原発以外に安定した電力を全国のまわすのは不可能と言っていたのが気になる。
 太陽光発電が本当にエコかどうかという結論に至っていない。パネルのゴミ問題など。
 太陽光発電はレアメタルの問題、廃棄処分時の問題などがあるので、火力か水力か今
ある電力で賄うのが妥当だと思う。いかに環境負担をかけずに電力の安定供給ができ
るのかを考慮して選択したい。
 エネルギー資源の利用・活用・選択など様子見状態。勧誘は断っている。
 出来ないわけではないが、太陽光パネルの設置について問題が起きていることもある
しパネルの最終処分の事も考えると不安も多いから。
 水と電気という生命にかかわる事業は公の力でやるべき。
 北海道地震の際の大規模停電などを検討し、何が安全かこれから皆さんが考える時期
に来ていると思う。でんきも地産地消出来るといい。
 太陽光に疑問を感じる。電磁波問題など。
 大都市や人口が集中している地域のために地方が犠牲になるのはおかしい。
その他



















大手電力会社関係者（家族・親戚含め）。
親戚が新電力の仕事をしている。
現在オール電化。
電気の使用量が少量。
マンションで電力会社が決められている。
賃貸のため。
住宅会社で決められている。
主人の決定を尊重しているため。
家族が賛成でない。
家族に相談できない。
家族所有の物件なので、決定権がない。
現状で困っていない。
余裕がない。
手続きの時間がない。(配達時)
ゆっくり考える時間がない。
高齢につき。
切り替える必要性を感じない。
難しそう。
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メーターがたくさんあり（４こ）、家庭用だけではないので、いろいろ検討したい。
大手でないので心配。
事業上の理由。
契約者が会社のため。
契約者が他社のため。
会社で電力会社をしているため。
組合員でない者が料金の支払をしているため。
転居予定。
興味無し。
新電力に切り替えたばかり。
家に太陽光パネルをのせているため。
太陽光を考えている。
数年前フォーアールエナジーエネハンド充電器を設置し、多額の費用を投資したため。
この夏にスマートファミリーＰに切替えたばかり。違約金等発生するのではないかと
考えると、切替えられない。
ガス会社の電気に切り替えた。ガス系の故障や購入に役立つから。
太陽光をあげて大手電力会社に売電している。今後は蓄電池を買って自分の家の発電
だけで電気をまかないたいと思っている。
15〜16 年前に太陽光に切り替え現在 1ｋｗｈ48 円で大手電力会社に売電しています。
このサービスが終わるまで現状維持でと考えている。
グリーンコープでんきにしていたが、深夜電力の利用をするためまた大手電力会社に
戻した。
グリーンコープでんきのような脱原発の取り組みはとても支持したいが、コスト面で
今使っている電力でしばらく維持したいと思っている。
携帯を買った時に勧められて新エネルギーにしたばかり。
オール電化にしてしまった。今は昼間の時間帯が多くなったので考えてみる。
自然エネルギーに関心があり、自宅でも太陽光発電を設置している。グリーン電力出
資金に協力したいとは思うが、現在は家庭の事情で協力は出来かねる。(リフォームや
教育費など)
面倒なことはしたくない。
若くないので組合員を辞めた時のことを考えると切り替えたいと思わない。
一度口座振替の手続きをしてしまうと、その後の変更が大変そう。転勤族なので手続
き変更やりにくい。
高齢者割引を知り 9 月に登録し。一番の理由は手続きがわずらわしそう。
切り替えが面倒。問い合わせ窓口が２つになるのは嫌なので切り替えの予定無し。
携帯電話のポイントを貯めているため。
クレジット払いをしてポイントを得ているのでなかなか踏み切れない。クレジット払
いにできるなら。
新電力のキャンペーン、ポイントがつくカード払いができる等少しでも家計にやさし
い方へ傾く。
161











年金生活で電気をいまさら変えたくないし私たちが居なくなったとき次の代の人がど
う考えているかわからないので。
出資当初は家をオール電化にリフォームした後で、車もＰＨＥＶにして太陽光発電を
導入することも考えていたが、さすがに家計への負担が大きく、人生の余命も短くな
ってきたのであきらめた。これからの老後の資金を考えると電気代を増やしたくない。
「自由化」とされると分かった時点ですでに切替るべきだった。年月とともに新しい
ことに変わることへのしんどさが出てきている。細かに具体的に考えていく事が大切。
同居の予定がある。でももう変えようかと主人と相談中。スマートメーターも嫌。
災害などで発電所に被害が出たりしたとき困るのでは？と思ったが、今回の北海道の
一斉停電により独占企業だとこういうことになるのだということも分り、どう判断す
ればよいのか困っている。今回アンケートに答えて考え中。知らないことがたくさん
あると思った。参考になった。
大手電力会社に売電しているので、変更するのは厚かましいと感じる。
今まで大手電力会社にお世話になっていたのに変更するのは悪い気がする。

問１０脱原発についてご意見があればお願いします。
国に対して















地震のたびに原発が大丈夫かと心配するのはいやだ。国はなぜ脱原発にしないのかわ
からない。日本の技術をもってすれば絶対できると思う。
福島の事故があったにも関わらず国が維持するのが理解できない。
脱原発は賛成だが、国が向かっていない。
政府が考え方を改めて欲しいが、一般庶民は逃げ方を学ぶのみ。
国が率先してやらないといけないことと思う。意識がかわらない。事故があっても身
近でなければ他人事のように思ってしまう。脱原発してほしい。国の考え方を変えて
欲しい。
32 年前、7 年前を思い出して脱原発。再稼働の動きを聞くにつけ大きな圧力を感じる。
福島の原発事故により取り返しのつかない被害、悲劇を起こしてしまったにも関らず
国は原因も責任もごまかし続け、再稼動しようとしている。自然災害多発国の日本は
絶対に原発をなくさなくてはいけない。原発に代わる再生エネルギーの開発を積極的
に推進することは日本にとって大きな課題、義務であると考える。
国はリスクを他へ押し付けて問題の先延ばしをする方針を改めなければ、次の原発事
故は必ず起こると懸念している
代替になるものを、将来を見通して案を国策として責任をもって打ち出すべき。その
働きかけを、原発を止めるより最優先するべき。
電力が足りていることが分かった。代わるエネルギーを国がしっかりと決断して構築
しなければ間に合わない。地震や災害、ミサイルや核で日本は終わるかも知れないと
いう危機感でいっぱいです。
東日本震災で原発の恐ろしさを知ったはずなのに、海外にまで原発を輸出しようとす
る政府の考えが理解できない！これまでの費用を取り返すためなのかと思うけれど。
原発を減らす方法を真剣に考えて欲しい。ドイツなどを見習うべき。
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政府は国策として脱原発に取り組んでほしいと思う。
福島の原子炉災害を引き起こしてしまった日本の道義的責任として、国内の原子炉は
廃炉としてクリーンエネルギーに転換し、開発途上国への原子炉輸出も中止すべきと
考える。そのためには、脱原発へ向けて（ドイツのメルケル首相のように）政治が強
力なリーダーシップを発揮して舵を切ってもらいたい。その方向へ一旦動き出せば、
早期にクリーンエネルギーへの変換が実現できるだけの技術力を、日本はまだまだ持
っていると思う。また、どの国もまだ確立できていない原子炉の廃炉技術を（必要に
迫られてでありますが）日本が世界に先駆けて開発すれば、それは大きなビジネスチ
ャンスにつながるはず。
東電が事実を明らかにしないところが一番問題。危険を明らかにすべき。
一部のお偉いさんたちの意見で勝手に再稼動をしないで欲しい。災害大国の日本には
あわない。
本来であれば国を挙げて取り組むべき今世紀最大の課題であるはず。
3.11 の時は少ない電力で日本の生活をうまく動かしていたのだから、国はもっとその
事に目を向けるべき。
グリーンコープの志は素晴らしいと思う。使用後の核燃料の行き場所もままならない。
（地方青森等にまかせっきりの状態）のに、これ以上増やして欲しくない。廃炉の方
向に進んで欲しい。海外に核の維持を売りに行こうと考えている。売りに行く現安倍
政権にも疑問だらけ。
日本は遅れている。脱原発は賛成。自然エネルギーで活用すべき。福島の原発で隠さ
れていることをもっと明らかにすべき。
国をあげて、つまり政府が主導しなければ成果はあげられないと思う。
政治（小泉さんや野党の方々は脱原発を目指している）とは組まない方がいいのか。
どうすれば脱原発がもっと広がるのだろうと考えてしまう。
福島の事故も後始末が出来ずお手上げなのに再稼動する政治家に怒りを感じる。科学
者も同じ。今度の北海道地震も火力発電所でよかったと思う。いつも泣きを見るのは
善良な庶民だ。原爆無くても原発が狙われたらおしまいだ。
福島視察報告を読みとても身近な問題と思った。元の生活に戻れない現状に国の政策
は歯がゆいばかり。日本中に原発が存在しているのに国は何を考え、今なお進めよう
としていることに憤りを感じる。
どうして危険と分かったことを続けてやろうとするのか理解できない。やろうと言っ
ている人が避難所に住んで欲しい。
脱原発には賛成していますが、政府は原発増進の体制を続けていく方針だ。一部の人
間のみが利益を得ることしが考えていない。福島の現状を政府の隠蔽に負けず大きく
報道してほしい。
全て自然エネルギーに変わればいいと思うが、まず国から取組んで欲しいと思う。
国の方針が変わらなければ脱原発は難しい。原発事業で生計を立てている方々への対
応が必要。
原発と電力会社にはとても不満がある。原発を許す国に対しても。
ドイツの様に脱原発を決め数年で実行した国もある。この動きを必ず実行して欲しい。
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原発がなくても電気は充分ということを、政府は原発がなければ電気が不足するとい
っている。原発を動かすための経費を国民に負担させるというのは納得いかない。
 昔から原発は反対。署名もしてきた。でも今の国の方針は行け行けで国民が反対して
もどこ吹く風のようだ。政治を変えるには選挙の一票が大事なように私達庶民の小さ
な力の積み重ねで何とか山を動かせないかと切に思う。
 国家として脱原発すべきであると思うが、国際競争力等を考えると、地球規模の脱原
発が必要と思います。
 福島の事故が起きないように、国の責任で原発を動かしていってほしい。
子どもや未来のこと



子ども達が安心して住める環境を。
子や孫が楽しく暮らせるよう負の遺産にならないように一日でも早く原発のない社会
を目指して残された人生を出来る限りのことをやりたいと思う。
 原発で出る核の廃棄処理が充分にできない現状をどう考えるかをかかえたまま未来の
子ども達に与える影響を考えるとぜひ脱原発を実現して欲しい。
 必要以上の電気を使わなければ原発は不要なのに原発にしがみついているのは何故な
のか考えてほしい。もう 3・11 を忘れたの？といつも思う。子ども達には節電と原発
はなくても生きていけることをしっかりと伝えていきたい。
 子どもや未来の為に、今少しでもやれることを一人一人がキャッチし、実行していく
必要がある。
 ＧＣから届く原発に関する様々な資料を読むと、一日でも早く原発がなくなればいい
と思う。子ども達が何も心配せず普通に幸せに暮らしてほしい。ただそれだけです。
 不安を抱えての生活はこれからの子孫のためにも大変なこと。今は贅沢な使用量だと
思う。生活を省みて必要最小限で皆が力を合わせれば脱原発は可能。
 福島の今、視察報告を読み、怖いと思った。子孫や未来の為にも脱原発を実現すべき。
 少しでも不安な要因のあるものを未来に残したくない。
 地震大国の日本では絶対なくすべきだし、高レベル放射性廃棄物の処理の問題も解決
していないのに、原発を進めている政府の考えは納得できません。子どもたちのため
も原発のない日本にしていきたい。
 未来の子どもたちのためにも脱原発を伝えていきたいと思う。
 福島のリアルを国は未だに公にしていません。許せません。子どもの為に安全な国づ
くりを願いたい。
 原子力に頼らない生活をしないと将来大変なことになっていく事は容易に想像できる。
子どもにそんな未来を残したくない。
 原発は人間の手におえるものではないと福島の事故で皆分かったと思うのに何故まだ
原発にしがみつこうとするのか。大切な子ども達の為にも脱原発の方向に活動してい
きたい。
脱原発への強い思い



国民が原発についての正しい知識、理解をしいかに原発が私たちの暮らしを危ないも
のにしているか知ってほしい。
何か事故があった時の対処も考えていなくて目先のことだけを考え原子力を使うのに
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は怒りをおぼえる。日本全体で皆が節電を考えて原子力に頼らないでいきたい。24 時
間営業のお店とか自動販売機などいらないと思う。
原発にわりと近い所で育った。周りの人々は全くと言っていいほど無関心だった。事
故後もあった方がいいと考えている人が多いのにはびっくりだ。その感覚が信じられ
ない。私は物心ついたころから原発には違和感を持っている。
災害列島の上に原発を建てるのは無理。
廃炉費用の上乗せ困る。原発再稼働も止めてほしい。
脱原発に賛成！休止中原発の再稼働もしてほしくない。どうしてするのか。地震災害
使用後の処理などなど考えると恐ろしい。
万が一の事故のことを考えると脱原発できるのがベスト。
原発は人間が制御できない部分がある。早急に停止→廃止しなければならない。
福島の現状を見れば、原発は全くいらない。福島の事故は何の解決も後始末もできて
いないのに停止している原発を動かすとか、新しい原発をつくるなんて絶対に許され
ません。脱原発大賛成です。日本に原発はひとつもいりません。日本全部の原発を無
くすべきだと思います。玄海原発が福島のようにならないとは誰も保障できない。
自然が破壊されている。自然エネルギーに変えていく必要がある。
人の手には負えないものを作るべきではない。
負の遺産にしてはいけない。
出来る限り自然エネルギーを使用していきたい。
脱原発には賛成。今ある原発を廃炉にする為、電力会社が原発稼働で得る売上を廃炉
や使用済み核燃料処分費用にあてるなど、原発を無くす方向に資金をあてていくよう
な努力を求めて欲しい。
脱原発は絶対にしなければならないと思う。
災害が多いので無くして欲しい。
火山や地震、台風と災害列島の日本。今ある原発の存在だけでも大丈夫なの？と思う
につけ、九州の再稼働も残念な気持ちです。四国も近日中になるかも。北海道の地震
による全道停電をきっかけに、泊原発が再稼働になるのも嫌ですね。
事故のことやこれから先の地球のことを思えば原発はやめるべき。
事故や廃炉、廃棄物処理のことを考えるとこのまま原発を続けるのは間違っている。
原発をなくすためなら電気が時間制になっても。もっと県として話し合い、余計なゴ
ミの始末やそのための場所や資金など考えるだけで、もっと原発の恐さを県民として
しるべき。
広島・長崎のことを思えば、そして福島のメルトダウン。どこまで汚染しているかも
分からず･･･処理できないものは使わないでほしい
脱原発運動を応援したい。
原発は全て無くしてほしい。自然エネルギーの発電を望む。
安心安全な自然エネルギーになることを願っていますし、していかなければと思う。
漠然と原発は反対していたが、このアンケートを通して福島の現状や大手電力会社の
電力料の仕組みをしることができ、考えるきっかけになった。
地震の多い日本では原発はなくすべき。
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日本のみならず世界共同で行なうべき行動目標である。
福島の事故から 7 年以上たち正直少しずつ福島が遠くなっているのを感じます。月 1
回でも良いので、今の福島の状況を放送してくれたら、福島への思い、ひいては脱原
発への思いが強まるを思っています。
 大事故が起こる前に止めてください。
 原発を作らない、作らせない、使用できないようにするのが地球のため。
 太陽光を含め、様々な代替エネルギーを安定供給できるようにし、原発を日本からな
くしたいです。
 既に設置した原発の多さに怒りを覚えるし、自分の落ち度と反省です。それを見過ご
してきた結果、果てしない税金の投入と危険をかかえ続けます。クリーンエネルギー
に切り替える方向で原発停止へと平行して努力（政治に求める）を支持する国民の声
を選挙等々で伝えたい。
 ソーラー発電で電気が多すぎる為、送電の一時停止が発表されているくらいなら脱原
発は可能なのでは。
 原発のゴミの処理の問題もあります。自然エネルギーにいち早く切り替えていくべき
だと思います。
 脱原発賛成、なくても電気は十分に作れると思います。
 いつ地震が起きてもおかしくないので早く止めてほしい。
 廃炉、老朽化にかかる費用、年月、人命への恐怖を考えると、原発あってはならない。
 脱原発に賛成です。原発のリスク福島の現状をもっと広めるべき。
 核分裂も核融合も太陽の領域来るべき地球異変の中で列島の中に住めない場所がさら
に増えないか恐れを持つべき。
・放射能制御は人間では出来ない。即刻廃止すべき。建設、維持処理費用等コストも尋常
でない。
 自然災害の多いこの日本列島、原発の存在は怖いです。それに廃棄物の処理もできな
いものを持つべきではないと思う。
 世界で唯一原子爆弾が落ち大変なことになった国に原発があるのは変だと思う。それ
に先進国としてはずかしい。
 核のゴミの処分の問題が解決できるとは思えない。
 ほとんど運転しなかった原発の廃止に多額のお金と膨大の日にちが必要なんて！おか
しな話です。
 人間の力で制御できない原子力発電はすべきでない。風力、火力、水力で足りる暮ら
しも考えたい。
 日本の脱原発が実現したらホッとすることだろう。国が目指しているのは 2030 年だっ
たか。実現するのか。地球規模で起こっている大地震。すぐにでも脱原発を実現させ
たい。
 原発はいらない。もっと節電できるところがあると思う。
 原発は必要ないと思う。電力会社は原発に頼らず電力を供給して欲しい。原発頼らな
いことが災害のリスクを減らす事と思うので。
 原発に頼らなくても電力が不足する事はないのに、なぜ危険と分かっている原発を再
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稼動するのかいまひとつ理解できない。
私達は福島の原発事故から多くのことを学んだと思います。第二、第三の福島になら
ないよう（繰り返されないように）全ての原発を止め、自然エネルギーの開発に努め
るべきだと思う。
20 年ほど前から脱原発の講演会などに参加し共感し、署名活動や講師を招いて原発講
演会を地元の小学校で行わせて頂いたりと小さいながら活動してきたが、政治が変わ
らない限りなかなかうまく人々に伝わらないのかなと思っていた。原発事故後徐々に
脱原発に興味をもつ方々が増えこれを機にゆくゆくは全原発停止、廃炉へとつないで
欲しいし、自分でもできることはしていきたい。これからの子ども達の為に私達が何
とかせねば。
一人一人が脱原発に関心を持ってできることを始めないといけないと思う。
全ての電力会社が自然エネルギーの発電所への切り替えに向けて努力してほしい。
原発から出るゴミ処理、たまる一方で未来はどうなる。どこに置く。
脱原発を実現の為には国民一人一人が電気は大切なものという意識をもち、節電を心
がける事が必要。
未来のために核のゴミは要らないし、何かあってからでは遅い。子どもたちに原発と
はどういうものか知らせることが大切だと思う。
電力会社の努力をあきらめず期待したい。長い歴史の中で重ねてきた原発以外の知識、
技能をムダのない様発展させて欲しい。原発事故を真剣に受け止め電力会社自ら脱原
発に向かうことを願い応援したい。
事故後の処理も出来ないものは使うべきでないし、輸出（ベトナム）するべきでない。
燃料棒を廃棄する場所を決めていない。造っていないのに稼動すべきでない。
原発に問題がいっぱいあるのに、なぜやめないのか。問題点も見えているのになぜや
めないのか。
美しく豊かな土地が汚染せれてとても残酷な事だ。
原子力発電所が一基も稼動しなくても電力量はまかなえたのに今さら電子力発電所を
再稼動させる必要があるのかと強く思う。経済的な面への配慮だけが目立つ。原子力
発電を続けていくことによって更に増大していく負の遺産をどうやって処理していく
のか、何も考えてくれていないように思える。福島の経験が生かされていないのはな
ぜか。
沖縄も選挙で頑張った。少し沖縄に住んできた身としては沖縄の人達も自分達の手で、
力で意識して欲しいと思っていた。少しの一歩だ。これからの人達も脱原発をはじめ
何かの力に巻き込まれていることを自覚して頂きたいなと思う。
一刻も早く日本から世界から地球から原発をなくして欲しい。
この様な事故が起こる前から原発には大反対だった。だいたい後始末も出来ない未来
に負債を残す物をなぜ環境、人類、生物を犠牲にしないといけないのか。本当に頭に
くる。
40 年前から危険性、廃炉の大変さは分かっていたこと。脱原発は当然すべき。
次世代にゴミを残していくことが心配。
魚の奇形・食物への影響など考えると恐ろしくなる。
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福島原発の事故を教訓にすべき。全国民は原発の恐ろしさをしるべきだ。一人ひとり
が訴えていくしかない。
 脱原発を目指すべきだと思います。共存できないと思います。地球温暖化の問題も大
きいので世界で地球環境を守ろうと目的を一つにして話し合いを続けるべきです。ア
メリカや日本、先進国等目先のことばかりでがっかりしている。
 原発は世界の方向としても脱の方になっている。この狭い日本に必要ない。人口減の
方向からも危険からも核は必要なし。
 大賛成。取り返しのつかないことになっているのにも関わらず、リスクのある原発に
頼っていこうとする電力政策に怒りを感じますが、実質なにもしないでこの状況を容
認し続けてきた自分自身のありようには無力感を感じている。
 電気の無駄遣いを減らした生活をすることが必要。原発がなくても生活できるように
生活を改める。
 心情的に人として原子力発電の反対です。人の知恵でコントロール不可能な原子力な
しでの良い社会が作れるはずです。
 脱原発への安全な方法を見つけるための手助けもできるようになればいい。
 原発はゼロにしたい。グリーンコープの活動は本当に素晴らしいと思う。ただ、政治
と原発(電力会社)の癒着が活動の広まりを妨げていると思う。国民一人一人の意識改革
が必要と思う。
 地震が最近多く、国民が同じ方向を向いて真剣に考えていかなければいけない問題だ
と改めて思った。グリーンコープの活動はすばらしい。
 電力供給が自然エネルギーの方向になるのは良いと思う。経済に影響しない、エコな
生活（生き方）が求められる。戦後の高度経済成長期から半世紀、日本人の在り方が
問われているように思う。
 今の福島の現状をメディアはもっと取り上げるべき。風化を感じる。
 自然エネルギー推進の方が、原発再稼動より優先されるべき。
 東京電力福島第一原発事故が起こってしまったように、起こってしまう前に何とか原
発をなくさないと。とても恐い。
 今回の資料で電力会社をちゃんと考えて選択することは大切だと思った。買い物と同
じで選ぶことは投票と一緒。
 一人でも多くの人が安心できる電気事業会社に切り替えていくこと。
 自然災害で命を落とす…悔しいけど自然の力の前には人間の力は及ばないと思う。で
も原発は違う！子どもを持つ親は漠然と要らないと思ってはいる。具体的に動くきっ
かけとサポートがあれば、少しずつでも行動できると思う。
 福島のことを含め、今後を担う子ども達にきちんと教育すれば、今後のエネルギー問
題も少しは良い方向に向かうのでは。
脱原発への思い





脱原発が理想ではある。
なくなる方が良いとは思っている。
実現できればいいと思う。
徐々に無くなっていけば。
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いつかはなくなってほしい。
脱原発は賛成だが、実践はどうだろうか。
脱原発は賛成ですが、それに代わる電力ができるのかという疑問もある。
未来のために徐々に脱原発に移行したらいいと思う。すぐには難しい。
脱原発ができるのならその方が安全であるし、福島の被災を二度と繰り返してはいけ
ないと思う。
誰でも近くにあると嫌だと思う。他のエネルギーに変えられるならその方が良い。
原発を使わずに電気を使えるなら、いろいろな点で一番いいと思う。
脱原発に向かう具体的な計画、見直しが分かりづらく、説明がなければすすまないと
思う。
段階的に止めた方が良い。
自然災害が多い日本では安全が完全ではないので、確認できるまでは停止すべき。
私達が知らないうちに全国に驚くべき数の原発が出来ており、驚くというより呆れて
いる。もっと道筋と現状が知りたい。
グリーンコープの取り組みを応援している。
20 年位後の原発廃止の時期に先に決めた方がいいと思う。もっと具体的な代替えエネ
ルギー論がでているのかなと思う。
将来的には脱原発になって欲しい。国は原発を推進しているのがグリーンコープの取
り組みとぶつかってつぶされないか。そういうリスクも知りたい。
脱原発は賛成。でも簡単にできれば国はそうするだろうが、どうにもならない事があ
るのではないか。脱原発になる事を願っている。
福井県出身で原発が止まれば沢山の町の人が失業する。という面も考えてきました。
そのことをふまえ、福島の事件が起きて、今となれば他の職を探せばよいのではと思
うようになりました。
脱原発には賛成。事故の不安もあるし、廃棄物処理が貯まっていくことがあるのでな
いにこしたことはない。
処分問題は大きい。
今すぐに無理だと思うが、将来に向けて少しずつ減らして欲しいと思う。
事故や廃棄物のことを考えると脱原発は合理的な判断だと思う。でも自分にできるこ
とはほぼない様に思える。
原発に頼らない生活が出来たらよいと思う（火力発電のみという事になるか）グリー
ンコープが発電所作りをしていることは知らなかった。
アンケートの情報は知らないことばかりだった。この情報が多くの人に広がればいい
と思う。
事故後の怖さ大変さを何も知らされていなかった。ソビエトの事故を自分の事として
受け止めておらず、他国のことと思っていた。
「福島の今」のチラシを読ませて頂いた。あまりにも知らない事が多く、自分の無責
任を痛感している。
「福島の今」を見て、もっと福島のことを伝えていくべきだと思った。とてもわかり
やすく、まだまだ大変な事に気づかせてもらえた。
169



原発事故により沢山の原発が日本中にあることを知った。子ども達へは不安のない生
活を送れるようにしたい。知らないことだらけだった。
 無くす方向に行かないと今のように多くの天災があった時に心配。クリーンエネルギ
ーの推進が必要だと思う。
 福島の事故のイメージや年々うすまっているような気がする。風化させてしまうとや
っぱり再稼動に繋がる。頑張って私達の力で伝える事が大事だと思う。
脱原発をするために

























原発に頼らない社会にしたい。九州は特に地熱発電の可能性があるのでは。
日本は火山国なので今ある資源を利用する。地熱発電の利用をすすめる。
配電は送電ロスの問題がある。各家庭での発電・蓄電を考えることが大切。
蓄電池の研究開発を加速し、政府は蓄電池のコストダウンにむけた研究開発を急ぐ必
要があると思う。
シンプルな生活や自然エネルギーの発電所を作ることに協力することが大切。私はゆ
くゆくはオクグリッドを目指している。
自然エネルギーだけで電力がまかなえるようになればいいと思う。自然エネルギーの
新しい利用法（植物を利用するなど）が開発されていると思うが早い実現を望む。
太陽光発電がいいと思う。
風力・水力発電などを増やす方がいい。
太陽光を使うのであればまずは集光量が多くコンパクトで蓄電できるものの開発がで
きれば実際原発なしでもやっていける。
最終的に脱原発に至ればいいが現状は必要な技術住宅用太陽パネルなどの再生エネル
ギーをつなぐＶＰＰの実験や実際に欧州のようにＶＰＰを商業ベースにのせるための
技術開発などが必要。
水力発電等の安定しやすい発電所の整備をする必要がある。
廃炉にかかる費用や脱原発で失業した人達の再雇用先や受け皿があるならぜひとも賛
成する。送電線システムをやめてテスラー法を開発すればこんな問題は起きなかった
と思います。
原発に代わるものが早く開発されるといい。
自然エネルギーの発電所の電気をもっとアピールし、たくさんの人が使えるくらい安
定したものを開発していってほしい。
グリーンコープでんきの電柱・電線にはできないのか。
原発に代わるエネルギーが自然エネルギー等で大丈夫という確信が必要だと思う。各
家庭やあらゆる施設に太陽光パネルを設置すべき。
新築する家はソーラー電池を義務づけ半分以上税金を免除したらどうか。
脱原発の活動はとても大事だが、それに関る電力供給や雇用作りがもっと必要。
もっと若い世代に共感を得ること。
政治経済界の力を動かすことができればいいと思う。
出資金など出来ることをしていきたい。
これからの将来のためになるべく化石燃料、原発に頼らない自然エネルギーの電力を
使っていきたいと思う。
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電気使用量では頼らざるを得ない状況。無駄な電気（電飾など）を使わない生活をし
て行く先に脱原発がある。
 脱原発は望ましいことですが、世間の人は電気がなければ生活できない。それに向か
ってみんな努力が必要だと思う。
 すぐには無理だと思う。将来的に原発をなくせるよう消費者も電気に対する使用意味
や生活自体を見直すべき。その上で脱原発を目指せばいい。
 現社会では電気に頼る生活であり、原発に頼らず生活していける様、個人、社会とも
考えていく必要があるのでは。自然エネルギーで生活していけたらいいと思う。昔の
ように、原発は便利さを求めた人間の失敗作だ。
 自分の近くに原発があったらと考える事が大切だなと思う。
 自然エネルギーの活用がもっと進むように国にも働きかけていっていただきたい。
 最終的に脱原発に賛成。事故や災害に備えて多種のバックアップは必要。
 原発に頼らなければならない程電気を使用していることに問題があると思う。私が他
に方法を知らないので、原発に頼らなくても良い方法を早く国にして欲しい。
 より安全な原発の方法も追及していく。
 原発がある地域の安定した雇用の確保。
 脱原発を急いで安易な昼間だけの不安定な、また家庭でもできる太陽光発電をすすめ
るより、他の大規模な発電をもっとすすめるか、あるいはまだ試験・研究段階のもの
に出資を募ってすすめるなどしてもいいと思う。
 今の生活（家電の使い方）を見直すきっかけにもなる。使える量を限った方が脱原発
にもつながるのではと思う。
 脱原発を実現するには、全国に自然エネルギー発電所がどれだけ必要なのか。グリー
ンコープ組合員の世帯分の確保は出来ているのか。原発を止めて大丈夫なのか。節電
も一緒に取り組んでみては。
 脱原発と言うのは簡単だが、どうしたら原発に頼らずに電力が確保出来るのかを、実
現可能な具体的案を示すことが必要。
 廃炉の費用や放射線で汚染されている土などの安全な処理の方法が確立など問題を解
決して行かなければならないので。どこから手をつけられるか分からない。
 事故のリスクを考えれば脱原発の方向へ行くのが望ましいとは思うが、再生エネルギ
ーで安定した電力の供給ができないと難しいと思う。
 組合員の他、街頭や市の施設等でも署名をお願いしたらどうか。
 原子力発電所はやっぱり怖いので反対。民間のバイオエネルギー、ゴミチップス化な
どこれからが楽しみ。
 電気を使う人皆が（私も含めて）原発反対と思うなら、原発の電気を使わないように
していかねばと思います。
不安




脱原発で利用量がまかなえるのか不安。
自然エネルギーが、安全性が高いのは知られていると思うが、全国を満たすエネルギ
ー確保が必要。
原発には大いに不安がある。使用不能、使用済みになった後の処理も大変だと思うが
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原発がなくなると原子力に関する研究が世界の科学界から取り残される不安もある。
 今ある原発はどうなるのだろうか。それも風化していけば、プルトニウム等が漏れ出
す恐れもあるのでは。
 組合員のみで可能か。現時点で組合員全員の供給は可能か。太陽光発電は季節により
発電量は変わるが賄えるのか。
 太陽光発電のエネルギーの買い取り価格が下がるとのことだが、発電所を作りどんど
ん増やしてしまいグリーンコープは大丈夫か。
 原発に頼った現状から脱却するのであればその代替電力（同規模で）はどのように確
保するのか。
 太陽光のソーラーパネルをあちらこちらでよく見る。使用済みソーラーパネルの廃棄
方法も明確ではないと聞いた。非常に環境汚染の恐れがあるということも聞いた。原
発の恐ろしさも理解していますが、何が本当に良いのか分からない。
 同じ過ちを繰り返さないためにも大切なことだと思うが、脱原発のために太陽光など
自然エネルギーの発電所を新たに作り森林が伐採されるのは望ましくないと思う。
 他の発電所で電力をまかなう事ができるのであれば、いらないと思う。でも、日本が
頼っている火力発電は燃料を燃やすので、クリーンな方法では無いと思う。
 送電線が同じなので、使う電気は同じような気がする。
 最近、強風で風力発電の羽根が折れたというニュースを聞くと怖い気もするが。
 日本全国どこにも原発はおきたくないが、特に九州、四国の発電所については心配の
種だ。資源の少ない日本の中ではやはり太陽や風力に頼るしかないのか。
 脱原発で問題ない根拠を示して欲しい。
 無くなった方が良いに決まっているが、国が進める以上むずかしいだろう。
 山里と切り開くメガソーラーには疑問も残る。
 大手電力会社の送電線を使用しているので不透明、疑問が残る。
 原発で働いている人はどうなるのか。
 原発にたずさわっている方やそれで生計を立てている方や生活をしている方もいるの
は事実。
 理想は原発をなくした方がいいと思うが、色々なこと（従事されている方がいる）が
あるのでよかったよかったでは済まない気がする。
 気の遠くなる福島原発の廃炉への道。働いている人達の大変さを思う。
 太陽光パネルは台風時どのように対応しているのか？自然エネルギーは賛成。
 私は原発は絶対やめるべきだという考えですが、主人は経済を考えれば続けることが
必要だと家庭内でも意見が違います。福島のその後も最近は知る機会も少なく隠され
たことも多いのではと疑念があります。
 進んでいくことが望ましいが、この異常な天候で太陽光パネルや風車が破損している
のを見ているのでなかなか。
 原子力は発電も含めて全てが人（生物)の手に負えるものでないと思う。既に遅いが。
 使用済み核燃料の問題も一般の人は知らないと思う。今原発を止めても廃炉にどれだ
けの時間がかかるかと不安。
反対
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火力燃料が不足したり何か天災がおきたり、原発があれば発電できるので脱原発はナ
ンセンス。
 不必要だとは現時点では思わない。
 一方的に脱原発をすることは反対である。電力の安定供給、電気料金が下がるのであ
ればよい。
 原発も必要だと思う。ただ今まで通りではだめ。
 原発がある間は使うべきだと思う。安い電気料の中から廃炉に必要な費用を貯めてい
るのだから。原発反対ではない。
 原発のおかげで電気が安価で日々の生活を潤していると思っている。全国で脱原発に
なれば、節電は逃れらなれなくなる。
 原発は化石燃料が殆ど埋まっていないわが国において不可欠である。
 原発を国がきちんと管理していれば、あれだけクリーンなエネルギーはないと思う。
二酸化炭素排出する方が問題だと。
 災害国日本では、いろいろな発電があってもよいと思う。原発も安全を第一に稼動し
て欲しい。
 今は無理。もっと安定した電力が原発の代わりに出てこない限り、今の大手電力会社
でよい。
 今すぐ脱することは厳しい。廃炉などにも費用がかかるのももっとも。原発はこわく
て原発に頼らなくてよくなるのは理想。実現できた場合今の原発はどうなるのか。
 今の日本の電気の使い方、政府の考え方を変えない限り脱原発は無理。
 現実的でない。
 原発が全くないと電気の供給が不安。
どちらとも言えない













どちらとも言えない。事故があり、考えましたが、自然に頼るだけでこれから賄える
のか。何にしても 100%安全を確保するのは難しい。
世の中の仕組みについて知識が不十分なため、なぜ現在に至ったのか知らなければな
らない。
まだまだ勉強していないので、もっと知ってから考えたい。
あまり考えていない状況。考えなければいけませんね。
自分の目で確かめたわけではないので、そのまま鵜呑みにするわけにはいかない。
制御棒が地震時に上から落ちてくる方式の原発であれば、福島原発の事故被害は違っ
ていたと思う。
「脱」ではなく、うまい運用をすべきだと考えています。もちろん自然
エネルギーを増やせばベストだと思う。
自然エネルギー買い取りを抑制している中で、推し進めるのは本末転倒では。
ここまで社会が原発に頼るオール電化で暮らしているので難しいのではないか。
将来的には脱原発が良いと思っているが現実的には今すぐは厳しい。大体政治家がま
だ原発依存の人が多いと思う。
脱原発だけが答えではない。資源のない日本では多種のエネルギーミックスの方針が
必要。
廃炉費用や原発のように莫大な発電ができるかについてなど課題は多いと思う。
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簡単な問題ではないと認識している。アンケートを見てしまうと「排除すればよい」
という考え一本には納まりがつかず考え込んでしまう。脱原発については基本的に賛
成。
 脱原発は日本中の全ての屋根にソーラーパネルがついたら可能になるかもしれない。
現状は無理かも。
 原子力発電に頼らざるを得ないと思いますが、災害が起きた時のことを考えると少し
でも自然エネルギーで発電できるよう、太陽光、水力、風力などを普及していってほ
しい。
 現状では色々な観点から無理があるのではないか。将来的には廃止を望んでいる。従
って新設も増設も絶対反対。事故の甚大さ、使用済み核燃料の廃棄処分方法と長期間、
総合的な発電コストなどが理由。
 原発で働いている人、原発の周りに住まわれている人たちはそれなりのお金を国から
頂けるけど、原発がなくなると困る人たちがいるので、難しい問題だと思う。
 自然エネルギー発電が望ましいが、節電もしないで反原発を唱える人には腹が立つ。
 様々な再生可能エネルギーが効率的に安定した電力を供給できるまでは、原発もまだ
必要なのかなとも思うが、完全に止めて、省エネな生活を我々が実行していくことの
方が必要なのかもしれない。もしもの事故が起きてしまえば、誰かが（自分かも）辛
い生活を強いられてしまう。
 原発が絶対反対とは言わないが、子どもの将来は原発に変わるなにかが普及してくれ
ると嬉しい。
 脱原発が理想だと思いますが、今急に切り替えるのも不安な思いもある。
 原発に頼って便利な生活をしている分、積極的に反対できないと思っている。子育て
中なので脱原発を訴えてまで今の生活は変えられない。ただ、今の生活を守りながら
脱原発に協力できることがあるならば、すぐにでもグリーンコープでんきに契約した
いと思う。
 理想的だと思うが現実難しいことだと思う。時間がかかるだろうが実現できるといい
なと思う。
その他










この気象状況では全く脱原発は無理だと思っている。太陽光も色々と問題があるし開
発がおいつかないので。まずは福島を囲ってしまうべき。それから色々な原発を廃炉
に向けて検討し、核のゴミ問題なども平行して行なうべき。
対大手電力会社色が強く悲しい。
脱原発の思いで太陽光発電を昔つけたのに、かえってグリーンコープでんきにきりか
えられなくて複雑な思いです。
怖いにしても仕方ないと思う。
電力が足りない場合、従来の使えるところを使い新しく建設しない。
あまり関心がなく、食品の添加物だけをあまり摂らないように心がけているので、す
みません。
脱原発、反原発なのだが、今の料金が高くなるのでとどまっている。
今すぐには止められないと思う。
174




根本的な問題で、政治を変えなければ脱原発は理想だが出来ない気がする。
高齢者には手続き（口座振替等）が煩わしい。停電等でパニックになった際、連絡等
に躊躇しそう。
 必要だと思っていますが知識が足りません。
 原発は嫌いです。しかしすべて廃止した時のデメリットについて、もっと深く知った
うえで判断したい。
 福島の原発事故後は原発について考える機会も多かったが、時間が経つと意識は薄れ
てしまう。
 太陽光発電や水力発電では安定供給が難しく思う。
 脱原発！というより自然エネルギーを使いたいという思いの方が受け入れやすいと思
います。未来の子どもたちや孫たちを育てている人に向けたメッセージが実ることを
願っている。
 3.11 の福島の事故以来、原発については危機感がある。でもまだ今のところは他のエ
ネルギー発電については様子を見るという感じだ。
 原発がなくなればとは思う。なぜ原発が必要なのか。無くなればどうなるのか。電力
は不足しないのか･･･疑問です。
 原発に頼らずに電気を供給できることは良いことだと思うが、料金が上がるのは困る。
 脱原発は可能なのか知りたい。
 脱原発の方法として自分たちで電力事業（自然エネルギー等）を行うのは反対。電力
事業を起こす為に出資をお願いするよりも、日本各地にある今ある原発を止める為に
力を注いで欲しい。その為にも莫大な費用が必要だと思うので、その費用にする出資
金には反対しない。何の為にお金を使い、福島に行かれたのか？脱原発の二刀流（新
しい電気事業と廃炉問題）に反対する。今ある原発の廃炉に向かって勉強し、組合員
に情報提供して欲しい。未来永劫がかかる重大な問題だと思うが。
 未来のために必要な事だと思う。署名など様々な運動をしても今の内閣では厳しいこ
となのかなと思ってしまう。
 したいとは思うけれど、世の中全体が脱原発をすることによりコストが上がるという
ことを理解して進めていけるのか。世の中全体で話し合いをすることが必要だと思う。
 脱原発は大賛成ですが、現状にあまんじている自分に矛盾を感じています。グリーン
コープでんきにすぐ変える勇気がない。
 原発事故の賠償金の廃炉費用など今支払っている電気料金や託送料金に含まれるとし
ても仕方ないと思います。国民全体で負担しなければ道が開けない。
不満




原発を動かすために夜間、ダムにたまった電気をたれ流していると聞いたことがある。
たれ流した電気も私たちが払っているらしい。安くして欲しい。
東電の事件(地震)がおきたとき、知り合いの大手電力会社社員が「いつかやると思っ
た」といったのを聞いた。
脱原発に代わる自然エネルギーに期待していたが、送電線を持っている電力会社のサ
ジ加減で電力料を適当に調整されており送電線分離は国（経産省）もやる気が見えず、
またこれから先の電力会社の出方が見えずそれまでは、静観しなければならないのか。
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もちろん原発がなくなることは望んでいが、脱原発は総理大臣の威光が大きいと思う。
日本に原発がこんなにあると思わなかった。福島の現状はまともに見られない。使用
済み核燃料の処理など何をどうしたらいいのか政府も分からないのでは。
事故や廃炉に対処できないのに原発があるなんてとんでもない。費用がかかるほど電
力会社が儲かるようになっているから、金の為なら何でもするのが原発だと思う。
国の意思が全く無い。経済政策優先なので脱原発など毛頭ないのでは。
脱原発で成立する社会環境であればもちろんそれに越したことはないと思います。で
はなぜ反対を提唱し続ける権威者が多いのか。
今の政府には期待ができない。
いくら国民が思っても政治の力でどうにもならないと思う。

問１１脱原発を実現するため「グリーンコープでんき」の利用者をふやしたいと思います。
どうすれば「グリーンコープでんき」の利用者が増えるでしょうか?
アピール
























もっとアピールした方がよい。グリーンコープでんき加入者の玄関には元気くんシー
ルを貼るなど目に留まるようにしたらみんなの意識も変わるのではないだろうか。
クリーンをアピール。
もっと特別なものにしていく。
得点をつける。
料金プランＡの人は〇〇に変更してみては！というような案内がほしい。
対大手電力会社のアピールではなくグリーンコープでんきの良い所をアピール。
今回のようなアンケートは良いと思う。
広報。
ネット、新聞で広める。
テレビＣＭなどで問１〜問４を流すことで利用者は増えると思う。
ＳＮＳでの説明と拡散が一番手っ取り早いかと。
原発が今実際にどうなっているかを動画でみせる。
グリーンコープでんきの利用がどう脱原発につながるのか理解する。
グリーンコープでんきのメリットをもっと幅広く知ってもらえる様にアピール。
一目で誰でもわかるような資料をわかりやすいところに貼る。（配布する）
大手電力会社から変えても何も変わらない事をしっかりアピール（電線やメーターを
変えると思っている人もいる）。
大手電力会社から変えても何も変わらないようにする。変わるのであればしっかりと
周知できるようにする。
安心安全を前面に出してアピール。
脱原発を訴える。
託送料金の仕組みをもっと広めてほしい。
仕組みがよく分からないのでもっと広げてほしい。
シミュレーションで実際の電気料比較。
広報・宣伝の力。注文書など分かりやすい場所に。
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原発のデメリット、原発がなくても生きていける電力数、金額の差、これらをグリー
ンコープ以外の様々なメディア（ツール）で伝えるべき。
 子ども〜学生に、学校や公民館などで脱原発した場合のメリット（安心・安全）を話
し続けていく。
 店舗での告知。カウンター等設置して相談、見積もりを行なう。
 原発のことを知れば切り替えたくなると思う。
 出資金を強く勧められそうと多くの人が感じている。パンフレット等の一方向のアプ
ローチでは仕組みやメリットを理解できない。個別のアプローチが必要。
 自然エネルギーでの発電量やコスト等ありのままの現状を分かりやすくアピールして
いく。
 意識が高い人は興味があると思うが、そうでない人が問題。原発の知識があるかどう
かと思う。イベントなど開催して関心を持ってもらう。
 グリーンコープでんきを利用する事が、自分たちの「安心・安全」につながることを、
より訴求する事が大切。
 他の団体との協力強化。
 組合員利用を増やす。
 福島視察報告など委員以外でも聞いていただける機会があれば。
 本人の得失と環境負荷の問題をもっと具体的に。キャンペーンを！！
 グリーンコープの発電所があることをＣＭで流してほしい。
 店舗で脱原発のテレビや自然エネルギーの事をテレビで流す。
 でんきの相談会を頻繁に行う。職員やワーカーを中心に。
 カタログハウス等の雑誌に取り上げてもらう。
 このアンケートで初めて、グリーンコープでんきを知った。今までも広告が入ってい
たことに気付かなかった。これからも注文書、カタログと一緒に広告が入っていて目
につけば、興味を持つ方が増え利用者も増えそう。
声かけ











1 人 1 人声を掛け説明していけば良いと思う。
配達時の声掛けがいいと思うけど配達される方の負担が心配、一生懸命されていて大
変だろうけど明るくこれからもがんばって。
担当が案内して組合員が内容を理解できた上で、メリット等を伝え、気持ちを聞く。
切替える、切替えないは、組合員が決めると思う。
地道に理解を深める活動をするしかない。
引っ越すタイミングを利用して組合員へ話してみる。
メリットを詳しく説明する。
原発反対者を集めて協力支援いただく。
いろいろな場で伝わるよう伝えていくことと、一人が一人の人に脱原発の思いを伝え
ていくことだと思う。
グリーンコープでんきがどういうものなのかを一人でも多くの人に伝えるしかない。
グリーンコープでんきが一般に周知されていないと思う。まずは広告を！私自身知ら
ないことだった。
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近所、友人等の口コミが一番かと思う。政治的な話しや地球環境の話しなどをしてい
けるように努力したいと思う。
 気付いたものが積極的に知人、友人に伝えること。私は身体が不自由で買い物にも行
けないのと安心信頼があるのでグリーンコープを利用させて頂いている。「福島の今」
を持って伝えていこうと思う。
 原発の危険性の啓蒙と自然エネルギーで電気がまかなえるとの啓蒙、安い電気料金で
の提供、それらの口コミでの拡散。女性の力を利用したらいと考える。
 チラシは読まない人もいるので、配達時の声掛け。
行動



















問 4 までのことをまずは周知してもらう。
問１〜8 知らないことが多かった。このような啓発が必要。
問 5 の大手電力会社→ｂ1〜5 を広く知る機会を作る。
このようなチラシで初めて福島の現状がわかった。このような機会が増えることで認
識ができるようになるのでは。
こうしたアンケートやわかりやすい説明のチラシを目にする機会がもっと増えること
が良いと思う。
福島の現状を知ること。人ごとではないという感覚で原発事故の惨状を理解すること
ができれば、脱原発を応援したいと思う人がもっと増えると思う。このアンケートで
知る事ができた組合員も多いと思う。
このアンケートでも少し効果があったのでは。知らなかったこともあり関心が増えた。
新築物件や入れ替わりのあるアパート、マンションにお得な料金プラン、連絡先を書
いた紙を入れる。
理解度を高めることが必要ではないか。
オール電化が増えるのでその人たちに細かい対応が必要。
組合員がもっとたくさん情報を発信していきたい。
原発反対と思っていても、具体的に何をしていいのか分からない人が多数だが、本当
は行動したいと思っている人も多数なので、まずその人達を探す。
廃炉が永久にできないことを周知する。
自然エネルギーの十分な確保の可能性を費用の試算と明確に出来るとよい。
現在の利用者が不安に思う点、加入前に不安だった点をまとめて公開する。
太陽光の耐久性や性能など未知なところがあるので、実績を積み、信用を得ていくと
よいのでは。
あまりにも利用者が少ないので、
「どうしてかしら？」というイライラ感でいっぱいと
いうのが正直なところ。私なりに考えた事①2011.3.11「フクシマ」のことを忘れない
事。そのためには今の福島の現状を知る事。例えば、福島に住んでいる方（子育て中
の方や、農業をしている方など）を呼んで、直接話を聞く。福島に行った人（「福島の
今」に出ている人など）の話を聞く（つどいや総会）②原発について知るための学習
会を繰り返し行う。すべてのことは 原発って何？ から始まる。Ｑ＆Ａみたいにわ
かりやすく。
「共生の時代」に載っているコラムみたいなものを地区のお便りとかお店
に「原発コーナー」を作ったり、貼りだすなど。 原子力ムラ は巨大で深い。それを
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切り崩すには、草の根的な地道な取り組みしかないのでは。 核との共存はできない
ということをしっかり根付かせる。③「今、私たちができることを考えよう」という
機会を多く持つ。その中の一つとして「グリーンコープでんき」への切り替えがある
ことを多くの人に（まだ切り替えていない人に）知らせていく。
相談窓口、利便性を伝える専門の人材をふやしてほしい。
次世代子どもの未来を真剣に考える。
原発の危険性、恐怖を他人事だと思わない。
きめ細やかな説明（具体的な現状など）必要。
福島の原発事故を身近に感じる事。その事故でどういう影響がでるのか、恐ろしさを
知る事。
自然エネルギーの国の良さを知る事。その国はどうして自然エネルギーを選んだの
か？など。
年金生活なので、せめて署名や選挙などでがんばろうと思っている。
より詳しく説明を聞く。書面だけでなく、電話や講演会などで。
著名人の力を借りる。
小泉元首相のような、発言力のある方の講演会を繰り返し行っては？
勉強会など認知度を上げる。
もっと関心を持ってもらえるような地道な取り組みを続けるしかないと思う。福島の
現状報告は良かったと思う。
私も含め、知らなさすぎ。もっと周知していくことが必要だと思った。
自然エネルギーを使いたい人やグリーンコープでんきを使っている人、使いたい人達
が繋がれるような集まりで、まず一人ではないと知る。仲間を作る取り組みを行う。
組合員の家に個別訪問する。
太陽光発電など自然エネルギーが一番だということはよく分かっているので、将来の
安心・安全のためにも原発の怖さを訴え続ける。
組合員に文字の少ないチラシを配る。福島の状況を伝える→脱原発→グリーンコープ
でんき。訴える力がある。生の声を届けて欲しい。無人の街、汚染が続く山、そこに
生きる動植物、人々の苦悩、故郷を奪われると言うこと。子どものガン、汚染水の処
理など。
電力会社の仕組み、本当の話を（情報）知ってもらうしかないと思う。最近私も本当
の情報を知ってきたので今できることは電気を使うのをできるだけ減らし（電子レン
ジを使うのをやめるなど）電気でなくても使えるものに変えるなど意識的に生活して
いる。
組合員一人一人の意識を変えること。
原子力の怖さをもっと知らせるべきだと思う。
電力はいまや生活に不可欠なものとなっているが、私達の生活に本当に必要な電力量
とはどのくらいなのか、便利と必要の違いについて、あるいは電力を使用する私たち
の社会の仕組みなど本質的な部分に対する認識について考えていく必要がある。どこ
の電力を使うかというよりなぜ使うかということから考えていきたい。
脱原発にかじをきりたいと考える私でさえ日々の生活に慣れて煩わしいことをやりた
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くないと思うのだから、若い子どもを育てている方々に未来の為にどうすべきか考え
てもらう場やニュースを発信するしかない。
多くの人に知らせる活動を続けていく必要があると思う。将来的に料金が安くなれば
利用者は増えるが、それまでをどうするかが問題。
リスクがあるとしたらそれも提示した上で、その対応がきちんと出来ることなどを明
確に示すと安心して利用できる家が増えると思う。
原発のリスクと電力は再生可能エネルギーで供給できることを提示していく。
料金や手続きの時間を捻出するのが終日仕事をしている人には厳しいので、そこを何
とかするかグリーンコープに加入する時に合せて説明するなどしてみたりすると増え
るのでは。
グリーンコープ加入者は環境問題についても意識が高いと思う。その人達だけが出資
しても発電所の数はそれほど増えないと思う。まずはグリーンコープ加入者以外には
原発の抱える問題をＣＭなどで大きく伝えていく、そして出資金を増やす、そうすれ
ば発電所も増え電気代も抑えられるのではないかと考える。
このような活動をもっと多くの人に知ってもらって、みんなが使用するようになって、
1 円でも今の料金より安く使用できるようになれば増えていくと思う。
具体的な情報提供を継続的に行い、会員の理解を深める必要がある（運営の安定性、
安全性、コスト面など）。
機会がある毎に身近な人に福島の現状や原発の危険性「グリーンコープでんき」につ
いて話すことからだと思う。
普通に暮していたら分からないことばかり。文章では理解できないくらい難しい。安
いよりも子どもの未来を想像して考えてもらえる取り組みを続けていくことではない
か。
脱原発を推進すること、環境、家庭との関りを具体的に表し理解を得ること。認識し
てもらうことが大切。
グリーンコープ以外の人も利用できるようにする。
クリーンエネルギーを推奨する企業がある。スポンサーを付けて出資金も「個人」
「企
業」と 2 本組にする。企業にもグリーンコープでんきに加入を検討してもらう。
まずは組合員 100％がグリーンコープでんきに切替えるキャンペーンをする。
住宅展示場や工務店の人たちに知ってもらい、新しく家を建てる人にグリーンコープ
でんきを知ってもらう。
国、県、市町村を巻き込んでの実現を希望する。
グリーンコープでんきだけを使いたい人も契約できるようにする。
マンションのオーナーに話されてみてはどうか。希望者は大手電力会社以外と契約で
きるように･･･同じくらいの値段なら変えられるのなら皆変えたいのでは？
少額でもいいのでこつこつと寄付をしてもらう。
クロスＦＭで「グリーンキャスティングサプライヤー」の企業として紹介されている
が、ぱっと聞いただけではよく分からない。詳しく説明する時間をとってもらって広
めたら理解者もあると思う。
安定した売電ができなければ事業としては成り立たない。電力会社との取引の実績を
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上げるしかないのでは。
 安定供給ができるのであれば、その仕組みを開示、及び他生協との広範なる連携によ
るメジャー化を。
 年配の人はあまり変えないような気がする。ネットを使ったり広告を使ったりして若
い人をターゲットにした方がいい。
料金










安くする。
料金の引き下げ。直接的なメリットがある。
料金の差が少しでも小さくなればと思う。
グリーンコープでんきを使った方がいい（お得をする）メリットを考えては？
ポイントが貯まる、商品代金の割引があるとか…。
価格を抑える方法を検討して。
利用者はカタログ 3％引きにする。
クレジットカード引き落とし。
月々のインターネットの料金や携帯料金が関わってくる方も多いと思うので、そうい
う方向けの説明が明確になれば判断がしやすい。
 料金が今までと変わらないのなら、加入できる人も増えると思う。
 大手電力会社よりどこより料金が安かったらおのずと増える。
内容



安定供給の確保。
一番の不安は「万一の時」だと思うので、切り替えても電線は同じ、停電する時は大
手電力会社と一緒、ハードは同じで支払先が変わるだけだと納得してもらうことだと
思う。
 一番不安なのは、切り替えて大丈夫か、なので、メリット、デメリットを伝えてもら
って安心感を与えて欲しい。
 グリーンコープでんきはまだ利用者が少なく、電気料金が高いのでは？とまだ安心で
きない。安心して使える様にはっきりとした案内が必要。
 グリーンコープをやめる時、特に手続き不要というのを知らせる。ややこしい手続き
をしなくてはいけないと思いためらっている組合員もいるかもしれない。
 どのプランでも切り替え後も同じ料金を実現できれば利用者が増えると思う。
 料金のシミュレーションがネットなどで簡単に出来れば。値上げ幅が分かれば切り替
えてもいいと思う。
 新たなプランが増えればよい。
不安






技術力に不安を感じる。
100％信用して良いものか。
どの様にして利用者を増やすつもりなのかなぜするのかわからない。
新しく変えることに不安。
災害が起こったときにどうなるのか。大手電力会社が電線使用を断ったらどうなるの
か。
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どういう利点があるのか、使用した際の違いは、など疑問がクリアにならないと利用
に足踏みしてしまう。安定して使用できるのか。
 何かあった時の保障なども考えて人に勧めなければならない。3.11 の時は国と東電が
賠償しているが、少ない出資で賄うのは難しいのでは。
 切り替え時に何か工事がいるのかとか、停電になった時はやはり大手電力会社という
のは大きい（昔からの固定概念）新電力は大丈夫なのかと思ってしまう。料金よりも
そういう不安が私の中では大きい。
疑問


グリーンコープでんきが託送料金で廃炉費用を支払わないなどなれば、廃炉に対して
はどの様に取り組むのか知りたい。
 大手電力会社がグリーンコープのことをどのように考えているのか。
 利用者は全体のどれくらいを占めているのか。
 グリーンコープでんきを増やすことで、脱原発になるのか分からない。
 発電、配電の仕組み等どうなるのか分からないことばかりでなんとも言えない。
 そもそもグリーンコープで電気まで発電して無理ではないか（資金的に）。
 どうすれば増えるかはわからないが、電気や介護、生活困窮者のサポート等広げてい
るが、大丈夫？こんなカラフルなアンケートもお金がかかるのでは？
 安定して長期続けられるのか。利用する為の切り替えのやり方、もし合わないと思っ
た時の解約の仕方などが分からない。電気は生活に必ずいるものなので、安定・安心
を感じられると利用者が増えると思う。
 同じ電線を伝って流れてくる電気が大手電力会社だ、グリーンコープだといわれても
どう区別するのかよく理解出来ない。電気は絶対に必要なものなので経済的メリット
がないと厳しい。
その他











世の中自体が、脱原発が進めば利用者が増えると思う。
チラシ、通信などと一緒に入っているとどうしてもなかなか読み込むことができない。
安全、安定、コスト安、面倒でない。
サポートを従来の電力会社同等以上にしていけるかを明示する。
気持ちはあってもすぐには切り替えには踏み切れない諸事情がみんなにあるのでは。
グリーンコープでんきへの移行手続きを容易に簡略にしてほしい。
グリーンコープに、大手電力会社より高い金額で売電できるメリットがあれば増える
と思う。
もっと真実を知ることから始まるのではないか。
国レベルで。脱原発という言葉が重い。ワクワクした名前だと不安をあおらず希望に
満ちてこれを選びたいと思うかも。
私も含めてですが、誰しも危険性のある原発よりクリーンエネルギーがいいと考えて
いると思う。でも、日々の仕事、育児、介護や個々が抱えている問題（貧困、ＤＶ、
夫婦不和、子どもの教育問題など）の解決なくして、原発は危ないからクリーンエネ
ルギーに切り替えようと行動を起こすことはなかなかできないのではないか。大幅に
料金が安くなるなら別だが。もっと問題提起して、原発の問題点を訴えていく必要も
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あるし、もっとマスコミも取り上げてくれればいいが、利用者の声を届けたり手続き
を簡単にしたり、ネットで入力するだけでシミュレーションができるなどあればよい
と思う。
安定した供給に確信がもてるようになれば。
グリーンコープの閉鎖的なイメージを改善すればいいと思う。
大手電力会社の送電線に頼らない仕組みにできないだろうか。
出資も考えましたが、この年齢のなるとあと何年…と考える。終活を考える時思いと
どまった。もう増やすことは止めようと。
グリーンコープでんきと従来の電力会社が別々の料金体制を作り、給電業者同士が競
争できる、配電の独立が必要。
原発の危険性、現状の認知、グリーンコープでんきで本当に電力を任せられるのか、
脱原発が本当に実現可能かの情報。
コスト面の家庭負担が分からない点ももっと表に出して、グリーンコープの課題と解
決策も示して。
料金などの詳しい説明なしに変更は難しい。
私は太陽光発電には反対なのでグリーンコープの出資金もためらっている。これから
グリーンコープがどう取り組んでいくのか見守りながら出資を考える。大掛かりには
難しいと思いますが、地熱発電は難しいだろうか。
若い方達がしっかり子孫のことを考えて。少し無責任ですがもう少し具体的な数字で
の説明が必要では。
原発ではない発電所を作ってくださり御社の活動に敬意を払っているが、太陽光発電
よりもっと環境に負荷をかけず、持続可能なグリーン電力で、できれば従来型の電力
会社より料金安めにして頂けたらと思う。利用者も納得してくれるのでは。それとや
はり脱原発に本気で向き合おうと頑張る政治家を選ぶことも大切だと思う。
もっとデータが欲しい。太陽光パネルのその後（寿命後）に対してどう考えるかメリ
ット、デメリットが欲しい。
契約後の料金が書類をみても分からず、今とどれだけ違うのが奮闘中。
グリーンコープでんきという名にとらわれず、もっと大きく協力体制がとれないもの
だろうか。
テレビでグリーンコープのＣＭを見たが、イメージだけで何のメッセージも感じられ
ない。多くの人に訴えかける発信は出来ないのか。視察に参加された方達の報告を読
み、胸が痛くなった。
国民的議論に広げなければそういう流れになりにくい。
普通に使っている電気は、実は原子力発電の電気だということを忘れているのが恐ろ
しい。矛盾している。
単純に安全第一に考えれば自然エネルギーだと思う。
「料金が上がるかもしれないのが恐い」が本音では？おっさんたちを説得して。忙し
くて掴まりませんが。原発だけじゃなくて、ゴルフ場の除草剤も。東電の一株主にな
って総会に出てビックリ。総会屋が主役だった。
太陽光発電もいまいち気持ちが向かない。
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大手電力会社の電気料の中に太陽光発電を利用している人への負担金が含まれている
ことに不公平を感じる。グリーンコープは安全な食べもの、肌にふれるものだけに力
をそそいで欲しい。

久留米支部
問９「グリーンコープでんき」に切り替えたくても出来ないと思う理由があれば、お書き
ください。
支払いに関して
 現在電気料金をクレジット払いにしていて、ポイントでゴミ袋代になっている。
 商品代と合算の引き落としなので、分けてほしい。
 機械用に電力もひいているから、経理上別にできない。
 電話とセット契約しているので変更したときにコスト面が気になる。
手続きに関して
 手続きが面倒くさそう
質問

大変そう。難しそう。



「グリーンコープでんき」は前から気になっていた。レストランを経営していて、電
気と動力を使っている。使用料が多くても切り替えても問題はないのか？
 オール電化で割引制度が適用されるのか？
不安












安定した発電が本当にできるのか。災害、事故等緊急の対応ができるのか。
（発電所の
稼働後必要な経費の資金繰りはできるのか心配）
大手電力会社の方が安心感があり（大手電力会社は九州では大企業であまり信用して
いないけれど政治力があるみたい）小規模の電力会社はいつか倒れるかもしれない不
安がある。
将来的に電気は自然エネルギーだけで足りるのか。
自然エネルギー発電の施設の耐久性、災害への信頼性が十分に対応しているのか心配。
太陽光発電のソーラーパネルが寿命で使えなくなると、そのゴミはどうするの？処理
方法も決まってないままではきりかえたくない。
スマートメーターの電磁波が心配。太陽光パネルの有害性がある（廃棄時に、反射光
不毛になる）と聞いて太陽光パネルを増やすのはどうなんだろうと迷いがある。
発電所開発のために更に自然を壊していくことになるのでは？
太陽光発電と風力発電は天候に、水力発電は水量に発電量が左右されてしまい、地熱
発電は温泉地の近くに設置箇所が限られてしまうため、いずれも一般家庭の電力を安
定供給できるという保障がありません。仮に太陽光発電、水力発電、風力発電を一般
家庭の電気を安定供給できる規模まで増やした場合、発電コストが火力発電より高く
なり最終的に電気代が高くなると予想されます。なので、
「安全な自然エネルギー由来
の発電」であること以外のメリットが無いため、現在の契約から切り替える予定はあ
りません。
災害等があった時、大手電力会社以外で契約していると工事などが後回しになりそう。
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ちゃんと電気がくるのか（使えるのか）。
家族の理解
 家族の承諾を得るため話合い中。
 家族が納得していない。
電気料金に関して







電気代が上がるから
売電している。
切り替えでメリットがない。
金額面の不安、電気がちゃんと使用できるのか？（今ある発電所で賄えるのか？）
携帯電話料金が電気代のポイント数分安くなるので助かっている。
住宅ローンと子どもに一番お金がかかっている時で、ぎりぎりの生活。あと数年はき
びしいと思っている。原発は絶対に反対だけど、もどかしい。
質問



全くの素人考えですが、送電線は大手電力会社のを使用して原発とグリーンコープの
電気の区別が分かるのですか？グリーンコープの電気が我が家に入ってるのが分かる
のですか？万が一の時、大手電力会社に寄りかかりたい考えです。
 くるめ電力を育てたい。グリーンコープでんきは、どの電線を利用していますか。大
手電力会社のものを利用していれば、何の電気かわからないのではありませんか。
その他










身内、友人が大手電力会社で働いている。
マンションで決められた電力会社になっている。
私たちのコースには「グリーンコープ」の発電所がないので難しい。
グリーンコープで日本全国の電気がまかなえないと思う。また、今更切り替えたとし
ても８０才以上でひとり暮らしなので、この先短い人生だからわざわざ切り替えなく
てもよい。
個人的にはインフラ整備はある程度専門の事業主に任せた方がよいと考えている。そ
のため事業主の収入が減る事でインフラそのものの不安定さが増すのでは？と感じる。
特に災害時の対応。
自然エネルギーが原発の代替えになるとは思えない。(現実性がない)
脱原発のみやま電気を開始前から応援していて、始まってすぐに切り替えました。気
持ちはグリーンコープでんきも応援しています！グリーンコープでんきを使っていな
い組合員の中にも脱原発の電気を既に使っている人達がいることを、グリーンコープ
の原発関係の記事で書いて欲しいです。誤解されると悲しいし、脱原発エネルギーに
切り替えた組合員の％を考える時、より正確な数字を把握できたほうがいいと思いま
すので。

問１０脱原発についてご意見があればお願いします。
原発への疑問


原発は海水温よりも 7 度も高い水を常に排出しているが海の生態系に影響はしないの
か？
185

 送電線の問題が気になる。
原発は必要


日本の電力供給には原発は必要です。日本の原発は皆さんが思うほど危険ではありま
せん。
 今の時代に原発は不可欠だと思うから…。太陽光では安定供給できないし、火力では
ＣＯ2 が発生する。地熱は地震大国である日本には合っていない。
原発・託送料金は仕方ない


原発にかわるエネルギーが開発されることが重要だとは思うが、現時点では併用は仕
方ない事だと思う。料金に原発の清算費用が含められる事も仕方ないことだと思う。
だって、その原発のエネルギーを今まで私たちは使ってきたのだから。そのお金が福
島のために使われるのなら反対ばかりせずに受け入れるべきでは？
脱原発賛成



















実現できたらすごいです。
福島の事故で原発に頼らぬ発電をしなければと思いました。火力発電は地球温暖化に
反するので水力、風力等の自然エネルギー発電に切り替えるべきです。（国の政策）
原発事故による経費を考えると原発は高くつく事が分かりました。
これだけ地震の頻発する日本に原発は危険すぎると思う。地震だけでなく、原発の維
持やゴミ処理の問題もあるので、世界でも原発はやめるべきだと思う。一度事故にな
れば、福島のように生活が奪われてしまった人々が犠牲になってしまう。人類に原発、
核は不要です。
やみくもに反対というだけでなく、今の原発をどうしていけばよいのか？グリーンコ
ープの発電所の様にできる事を考える。情報を知る事が大切と思っています。それら
を語られるようになれば、自分も堂々と脱原発といえるかなと思っています。
私の中で、電力会社は公的な企業というイメージが完全に消滅しました。チェリノブ
イリ、福島の事故を認知しても尚、原発を推進する政府も許せません。人類が求めて
いるのは再生エネルギーでしょう。脱原発と共に安心、安全の「食」も更なる拡大を
期待しております。
自然災害の多い日本での原発は福島のような事故の可能性が高く、とても危険であり、
反対である。再稼働が増えていくにつれ、危険性は益々大きい。安全性に問題がある
のに、再稼働には反対、原発を理由に電気料金を値上げしたかと思うと再稼働になっ
ても値上げするのはおかしい。
地震大国の日本にとって（そうでなくても）絶対原発反対です。使用済み核燃料の処
分もまだ決まらないのに、次々と再稼動させようとする国。再稼動の了解は一部の市
町村に問い、負担や被害は広い国民が負う。これもおかしいです。
これからも、脱原発運動をしっかりやっていってほしい！！
脱原発をして、全国民の電力がまかなえるのか（安定して）など調べたいと思います。
玄海原発など身近なことなので脱原発に向かっていきたい。
原発のリスクが子孫の時代にだんだん大きくなる事を思うと廃炉にしてもらいたい。
一度も原発が必要と思った事はありません。
廃棄物の処理に絶対に無理がある。事故がおきた時に手におえないものは安全とはい
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えない。福島の事故がおきた時、もっと脱原発はすすむと思っていたが、あれをふま
えても原発社会にもどろうとしているのはおかしい。
原発が稼動していなくても電力は足りていたのに裁判でも再稼動が認められている事
に不安と怒りを感じています。脱原発を！
現政権が国策として原発を推進していることが、脱原発の日本にならない大きな原因
だと思います。政権を脱原発方針をもつ組織に変えることが必要と考えます。
国がまだ原発を推進していることに怒りしかありません。なぜ国民の安全を第一に考
えることが出来ないのか。地道に脱原発を訴えていくしかないのでしょう。
日本の全ての原発を止めたいという事には家族一同大賛成です。でも政府がやめそう
にないのでどうしようもないですね。
第２の福島を生み出してしまう前に、全ての原発を一刻も早くストップさせ、廃炉に
すべき。脱原発を推進する国々が多い中、世界の動きに逆行する日本政府の政策には
落胆します。原発に怯える事のない、安心は日々を私たちの子ども達のためにも強く
希望します。
脱原発にはとても賛同しますが、原発を推進する大きな力があることに疑問を感じま
す。日本にありがちなどうせ言っても無駄だろうという風潮が原発反対にはないよう
に、皆で声をあげていけたらと思うばかりです。
「原子力ムラ」は極めて重層的で強固な利権関係の上に成り立っている。今後再び事
故は起きるだろうし、それでも今の政権が続く限り、政府の姿勢は変わらないでしょ
う。せめて、上関原発等、新しい施設を作らせない。また現在稼働中の原発が廃炉に
なる数十年後を見据えた、息の長い運動が必要でしょう。あきらめず、身の回りの小
さな抵抗の積み重ねを続けることが大事かと。
再稼動反対にかかわる事の出来る地域住民の反対運動の支援。核のゴミや廃炉の件な
ど、デメリットの宣伝啓発。
電気は必要ですが、日本いや地域丸ごと被災する原発！これは想定外の事故等という
ことになりません。現実には発生し、何の解決もされていない。絶対反対します。
原発には以前(２０歳代)から反対です。日本列島にあまりにも多すぎる原子力発電所。
福島の事故を教訓に廃止していくべきだとは思っています。が、課題が重すぎて日々
流されています。
脱原発になると電気が使えなくなると思っている人もいるので、自然エネルギーによ
る発電で利用できることを知ってもらうことも必要ではないでしょうか。
現政府の原発依存政策が変わらない以上脱原発は難しい。国政選挙、地方選挙など各
選挙において、脱原発立候補を当選させるしかない。
日本人は脱原発に対する意識が低い。大きな事故があっているにもかかわらず現状を
深く報道されていないことも原因のひとつ。私は個人的に脱原発の会に入っている。
日本人はとかく目先のことだけを考えがち。
将来的に脱原発が可能ならそれが一番望ましいと思います。国と国民一人ひとりがあ
きらめず地道に脱原発の実現に向けて問題解決をしていくことが大切です。
脱原発には大賛成ですが、自然エネルギーにするためには自己資金がいるので、補助
金や売電の金額を考えてほしい。１０年後の売電できなくなるなど不安がいっぱい。
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もちろん原発は廃止しなければならないと思います。どんな事故が起こるか解らない。
しかし今、急に止めても日本の工業その他の電気がなければ立ち行かないと思う。
是非脱原発は実現したい。東日本の野菜や果物は原発の事故以来買うのをためらうよ
うになってしまった。生産者が気の毒だが、これが人情だ。日本全部が原発の事故で
汚染されてしまう前に、脱原発を実現したいが、友人で自然エネルギーに切り替えた
人は一人もおらず残念です。
とにかく再稼働を止めて欲しい。再生可能エネルギーを増やしてほしい。太陽光より
地熱や小水力など増やしてほしい。
国の帰還政策によって、帰還者には補償されるが県外にいる人は補償されない。また、
夫が福島にいて妻子は九州にいる場合等原発のための離婚や一家離散といった予想外
の事が起きている。九州大学の吉岡斉先生亡き今、残された子弟（私たち大学院生を
含む）とグリーンコープの力なくして、脱原発は難しい。これからお互い協力して脱
原発に向かい合いたいと考える。
再稼働に反対意見を表明。政府に原発推進のための様々な策（例えば九州では大手電
力会社を中心にした電気料の仕組みなど）に反対意見表明。廃棄物処理（核燃料可能
物とそれ以外の物との分別や残存、保存する時の安全性）透明化、情報公開による民
主化。
当然の事、危ない原発は即やめてほしいし、辞めたいが電力会社が始めると送電され、
自動的に使っていることになる、負担感からも高い大手電力会社である。未来へよい
環境を残したい。
いつ地震が起こるか分からない日本に、原発を作るべきではないと常に思っていまし
た。海や自然を汚染する原発は作るべきではないと思います。
将来のために原発は絶対に廃止すべきだと思う。しかし、政府の方針が変わらない限
り、団体や市民が声をあげても届かないのが現実でもどかしいです。グリーンコープ
さんも私も含めて、もっともっと脱原発の声を広げていくべきだと日々感じています。
台湾に旅行に行った時、台湾は建設したばかりの原子力発電所を将来の安全の為、一
度も使うことなく脱原発に踏み切ったと言ってありました。国民も政府の方針を支持
してありました。もんじゅや六ヶ所村の問題も含め、未来につけをまわす解決方法も
見当たらない原発を廃止できない日本の現在の政治のあり方を悲しく思うし憤りを感
じる。
「さよなら玄海原発」→「さよ玄」の会員です。原発は私たち人類には制御できない
ものと考えます。玄海原発に限らず、全ての原発を廃止してほしいと切に願っていま
す。
脱原発と言う前に原子力発電は作るべきではなかったのです。原子力発電の原子爆弾
も強力なエネルギーを作るのは一緒なのです。放射線を出す放射性物質をいくつも融
合させ核分裂をするその時の強烈な熱エネルギーを原発も爆弾も使うのです。一方は
戦争のため、また一方平和的な電力としての利用でしょう。しかし一旦事故を起こし
てしまうと戦争に使った爆弾と同じになるのです。この狭い日本、地震、水害の多発
する国です。利用された放射性物質の放射能力が半減するのに、７０年かかるのも入
っているのです。全部消滅する迄の年月を考えただけでも、恐ろしい事です。広島、
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長崎で原爆に会った方が今癌、白血病、等の病気で死亡されているのはその為です。
他の国の甘い言葉に惑わされない！国を引き入る政治家はもっと国土、国民、そこに
生きている全てに責任を持って政治はする事です。
他で脱原発の運動を手伝っていましたが、本当にくやしいですね（政府に腹が立って
います）何故皆危機感がないのか。
原発はいらないと思うが、現在、それで生活している（働いている）人もいるところ
が悩ましいところです。
脱原発は大いに賛成です。グリーンコープさん応援しています！！脱原発は早急にす
すめていただきたいと思います。安心して生活が出来ない事をなぜ国はするのでしょ
うか。・・分かりません。
脱原発は、世界的な流れと思うので、なぜ日本が逆行しようとするのか意味不明。
原発は不安がいっぱいなので、自然エネルギーの発電所を作るのはとても素晴らしい
と思う。
福島の原発事故は知っているが、ここまでとは！！これを機会に少し調べましたが、
地震が多い日本、原発はすぐやめるべきですね。なにが出来るか考案中です。
私たちは「さよなら玄海原発の会・久留米」という会を立ち上げ脱原発運動を６年前
から続けています。脱原発運動にもっと協力して欲しい。
3.11 の事故で原発は安全ではないということがはっきりと示されました。この期に及
んで尚、原発に頼ろうとする方がいらっしゃる事が理解できません。自然エネルギー
に移行せず原発を使い続けることに何の利があるのでしょうか。これまで原発の利点
としては「二酸化炭素を出さず、地球温暖化対策になる」、「低コストである」という
ことが繰り返し主張されてきました。しかし、原発時に排出される膨大な温排水によ
り、海水中の二酸化炭素が年に３８００万トン放出されるということが分かっていま
す。また、ウラン精製や廃棄物処理になどにも膨大な資源とエネルギーを使います。
当然、それだけのコストもかかります（http//t.c/10gACj≪小出裕章さん講演会「原発
はクリーンなエネルギー？」より）。原発脱却を訴えると必ず、経済を心配する声があ
がりますが、今回の原発事故が日本の経済に大打撃を与えたことは火を見るより明ら
かです。何より、原発は事故がなくても日頃から作業員を被曝させ、また、近隣の人々
の健康にも影響を与えています。人の犠牲の上にしか成り立たない原発は今すぐ止め
なければなりません。全原発の即時廃炉を望みます。
脱原発は必要と思うので、玄海原発反対訴訟団に入っています。
原発再稼動に加えて再生エネルギーの出力制御「脱原発」に逆行する政府や大手電力
会社に対して強い憤りを感じています。しかも諸々のコストは消費者や再生エネ事業
所に負わせやりたい放題です。原発なしで需要ピーク時期でも十分足りるのに核廃棄
物処理や二酸化炭素排出など費用のかさむ原発になぜ？頼るのか不思議でならない。
日本列島、大型地震が頻発する中、福島原発事故をまた繰り返すのか？太陽光発電の
日照による出力変化に備えて安定した電力供給ができる様に蓄電対策を早急に普及さ
せる事が、
「脱原発」に向う早道だと思う。家庭用の蓄電池について説明を受けたがす
ごく高かったです。
脱原発が進んでいないのは、世界的に見ても日本だけなので、他の国を見習って日本
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も脱原発を考えて欲しい。もし事故がおきれば費用はもちろん人類も失う事になる。
日本の政府は国民の意見をもっと大事にするべきだと思う。
大手電力会社大分支店の前(玄関)でほぼ毎日「原発はいらない」のプレートをかかげ、
道行く方に訴えている女性の方をご存知でしょうか？私たちもそのような方の何かの
役に立てないのかと思ったりします。何かの役に立てるかどうか分かりませんが。子
どもの友達に沖縄出身の子が居ます。安部さん自民が大好きだそう。先日友達どうし
で原発の話となり、５人中３人は「いらん」即廃炉にすべきとの意見に対して、その
沖縄の子は「何で原発がなくなると？電気はどうするの？！」だいたい沖縄で政府に
たてついている人達ってお金を貰っているらしいよ！知らないの？！」と興奮気味だ
ったそうです。何かに？親が？間違った情報を子どもになのでしょうか？そこは分か
りませんがそんな所から広まっているのでしょうか。残念です。
脱原発は必要ですが、廃炉のコストや廃棄物の処理、原発に代わるエネルギー開発な
ど問題（壁）も多いと認識しています。
脱原発については、将来も含めた安全性という点では必要だと思う。自然エネルギー
の割合が増える事で安定的な供給がなされるのかという点が不安を感じるところであ
る。
災害多発国の日本に原発は不要と思う。まして世界唯一の戦争被爆国の国民である以
上原発には絶対反対！！
原発事故が危険なのはわかります。原発に頼らず供給が出来れば安心と思います。
太陽エネルギーの電気に切り替えている。脱原発の国会議員を選び投票する。
温暖化等々の原因により、自然災害の規模はさらに大きくなりつつあり、また、日本
は地震大国でもありますので、福島の事故の悲劇を２度と繰り返さぬためにも、脱原
発は必要だと思います。大変難しいことだと思いますが、実現に向けてコストをかけ
努力していく事のほうが未来に希望が持てるととても感じています。
事故が起きても解決策のない事業はするべきではない。国が推すべきでもない。特に
原発のような、人・地を殺してしまうような事業は認めるべきではないと思う。
脱原発は多いに賛成です。
（大手電力会社を利用している私が言うのも何ですが）大手
電力会社も原発以外の発電にもっと力を入れてもらいたいものです。やろうと思えば
出来るはず。
原発を使った電気の中にずっと住んでいるとなると早く害のない電気に替えたい。
一日も早く実現すべきである。大手電力会社株主総会で脱原発を言い続けてきたし、
これからも言い続けるつもりです。
未来のために必ず実現しなくてはいけない。大切な問題だと思う。
オール電化の我家にとって電気不足は重大問題となります。現在原発に代わるエネル
ギーが確保できるのであればすぐにでも脱原発の方向に国は考えてほしいと切に願い
ます。災害の多い日本の原発は安全、安心ではないと証明されているのですから。
最近は想定外の災害が多く発生しているので、原発は絶対に止めてほしいです。
循環できないエネルギーという点で、後世のことに思いを巡らせて、脱原発に舵を切
る必要がある。中国が環境的な問題によって人体に及ぼす影響で太陽光発電に 100％
舵を切った。CＯ2 排出の火力発電所をつぶし原発建設を選択しなかった。日本政府も
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その姿勢を学ぶべきだと思っています。
子どもの未来の事を考えると脱原発に賛成です。ただ今ある原発を全て廃炉にしたと
して燃料棒をどこに廃棄するかという問題が残っていること、発電量の多い火力発電
に頼らないといけなくなり燃料コストが掛かることや CＯ2 を排出することなどを考
えると課題が多くて難しいと思います。
不便があっても原発にたよらない生活をしなければいけないと思います。福島の事も
本当に大丈夫なのか疑っています。大丈夫ではないはずです。チェルノブイリだって
今だに影響があると聞いています。
グリーンコープだけでなくて、脱原発を目指している他の団体と協力し合う（してあ
るかもしれませんが）前の小泉首相が脱原発を主張してあるのでそういう政治家を応
援し、脱原発の政治家を増やす。
脱原発には賛成です。廃炉費用の負担は仕方ないと思います。早く原発ゼロへ向けて
国が動いて欲しいです。自然災害や外国から攻撃を受けた時など、取り返しがつかな
いと思います。
先月、原発反対の街頭スピーチをしたので、その原稿からの抜粋をアンケートの回答
として添付します。 最近、ニュースでは、スポーツ界での、パワハラが取り沙汰さ
れています。権力にものをいわせて独裁者のようなふるまい、審判にまで忖度させて
インチキ判定を出させたり、本当に腹が立ちます。そして、ニュースを見ていて思う
のですが、このようにスポーツ界で起きている事と、政治の世界で起きている事とは、
よく似ているのではないでしょうか。例えば、スポーツ界での審判にあたる、裁判所
の裁判長もそうです。政治色の強い裁判となると、忖度し放題で、まともな判決を出
す人のほうが少ないように思えます。例えば、原発労働者の労災認定をめぐる裁判も
そうです。原発作業員をしてこられた梅田隆亮さんは 1974 年に原子炉格納容器の中で、
作業をさせられた後、よろめき、鼻血が出て、心臓も悪くなり、これまで 44 年間も重
たい放射線障害に苦しんでこられました。そんな中、他の作業員の方たちのためにも
立ち上がらねばと、労災認定を求める裁判をおこされて、支援者や弁護団のみなさん
と長い間闘ってこられました。梅田さんはいろいろな病院にかかり、長崎大学病院で
の検査でも、梅田さんの体にセシウムその他の放射線物質が多く取り込まれてしまっ
ている事が明らかにされました。そして、心ある科学者も梅田さんの被曝と病気の関
連を科学的に証明し、法廷で証言してくれました。にもかかわらず、裁判所は労災と
認めず、不当判決を出し続け、梅田さんと弁護団は昨年、最高裁に上告していたので
すが、今年 7 月 11 日に、最高裁は上告を認めない決定をだしました。梅田さんの重度
の被ばくと心筋梗塞などの病気との関連が科学的に証明されたにもかかわらず、裁判
所は政府や大企業の意向を忖度し、明々白々の事実を無視して、重い病気と闘いなが
ら労災認定を求める原発労働者を切り捨てたのです。そして今、梅田さんの心配して
おられたように、梅田さんだけでなく多くの原発作業員の方々が、過酷な作業を強い
られ被ばくしています。2018 年 8 月 18 日の西日本新聞に書いてありましたが、国連
人権理事会の特別報告者が福島原発事故の汚染作業員ら数万人が被ばくの危険にさら
され健康被害が懸念されるとの声明を発表したそうです。それによると、作業員の中
には、外国人労働者やホームレスの方たちが含まれており、
「被ばくのリスクを十分に
191

知らされず、経済的な苦境から危険な作業を強制されるなど搾取されている恐れがあ
る」ということです。これに対し、厚生労働省の担当者はこれを否定し、
「適切に対処
しており、緊急で対応が必要な状況とは考えていない」などと答えたそうです。
 梅田裁判にしろ、国連人権理事会での報告にしろ、いろいろと調査を重ねてやっと事
実を明らかにしても、権力者が権力にものを言わせて黒を白と言い張って終わりとな
るなら、一体どうすればいいのでしょうか。スポーツ界で起きていることと同じです。
いくらフェアプレーで努力を重ね、誰の目にも、明らかに勝っているはずのプレーを
しても、審判がインチキなジャッジをするなら、負けとされてしまいます。それでは
私たちは一体どうすればいいのでしょうか？どうしょうもないのでしょうか？いや、
そんな事はありません。スポーツ界のニュースを見ていてわかりました。みんなが、
「こ
れはおかしいぞ！そんな間違ったことをする人は首にしよう！そして、誠実に、正直
に、公平に判断し、物事を進める人を代わりに選ぼう！」と声を挙げれば、不正をた
だし、状況を変えていくことができるのです。今、スポーツ界にはこのうねりが起き
ていると思います。レスリング、アメフト、ボクシングと泣き寝入りをやめて、権力
者に立ち向かい、民主的なやり方に変えていこうといううねりが起きています。スポ
ーツ界でできている事は政治の世界でもできるはずです。そもそも権力者に権力を与
えているのは私たちなのです。みんなが希望をもって声をあげれば裸の王様はすごす
ごと退場するしかないのです。泣き寝入りなどせず、みんなで声をあげましょう。人
権が踏みにじられているとき、同じ人間仲間として声をあげましょう。そして選挙の
ときに詐欺やぺてんまがいの政治をする人達、人の命や生活をないがしろにして利権
を肥やすような人達を首にして、少しでも公平で誠実な政治をする政治家を選んでい
きましょう。本当の力を握っているのは、私たち一人ひとりです。やればできます！
みなさん、頑張りましょう、どうぞ宜しくお願いします。
どちらともいえない











原発がいけないとわかっていますが、その場所では原発で働いている方もいると思い
ます。職を失う方がでてくるのかもしれないと思うといちがいに脱原発をうたうこと
はできないなと思ってしまいます。
脱原発については、大切なことだな！！という G コープさんと同じような思いは持っ
ています。だた、むやみに自然の中に並ぶ太陽光パネルのおびただしい光景がどんど
ん広がっていることにも、違和感があります。将来あのパネルはどうなるんだろうと。
子どもたちのために社会全体がどうあるべきか…と考えてしまいます。
原発には反対。だけどグリーンコープでんきに今は変えられない。託送料金に含まれ
ようが含まれまいが、結局大手電力会社に頼らないといけないなら一緒では？？全国
から原発が無くなるのでしょうか。
自然エネルギーの発電はクリーンだと思いますが、自然が相手なので、コスト・供給
の面で「安定していない問題あり」のように思います。
原発に頼らずにできたらよいのが、実際の所、原発の発電量がなくなってどうなるの
かと思う。けれど、未来の事を考えると自然ネルギーを基に変えていく必要はあると
思う。
現実的に難しいと思う。無くなればよいと思っているが、原発があるから生活が成り
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立っている人もいるし、それに代わる収入がない。金額面に関しても余裕があればい
いが皆、安い方を選びがち。今の事今の生活しか考えてないと思う。
 原発廃炉後の原発職員の失業について気になる。社会格差だ、孤独死だ、と問題が山
積みの中で、原発があるから食べていける人々や地域もある。そういったことも考え
た上で、脱原発を唱えないといけないと思った。
 長期で考えると、太陽光システムにも廃棄に問題がありと聞くと簡単には結論は出せ
ない。これだけ電気を使う世の中になってしまってどうすればいいのか考えてしまう。
節電には取り組みたい。
 汚染さえなければ安定した電気を使えるので、１００％反対はできない。猛暑でも電
気がダウンしなかったのは・・・・
 反対するのは簡単ですが、自然エネルギーにも疑問があります。風力発電による住民
の健康被害などもあります。太陽パネルについても疑問があります。ドイツの電力難
民などの問題などしっていますか？
 色々な組み合わせで私たちの使用する電気が出来ていると思います。原発もそのうち
のひとつだと思います。自然エネルギーが現実的に原発の代替になるのなら分かりま
すが、そうでなければ原発に頼らざるをおえないと思います。脱原発より、使用する
電気を節約する事などを考えた方が良いと思います。
 脱原発できればそれにこしたことがないと思うが。現実的にそれがほんとうに可能か
疑問。この前の大きな停電があったが自然エネルギーにもリスクはあるのでは。太陽
光で山を切り開いて設置してあるが、それも自然を壊しているのではないかと思って
しまう。
原発をなくして電力を賄えるのか



原発を全てなくしてもその分は他のエネルギー源でおぎなえるのですか？
脱原発は大きな目標だが、実現に向けては「電気が足りないことはない」状態を作る
ことがまず必要。私たちがまずできるのは「電気消費量を減らすこと」各家庭での省
エネの他、事業所として取り組むことがどれくらいできるのかのモデルを、グリーン
コープとして示すことができると素晴らしい。例えば、コピー用紙使用量の削減、空
調効率を上げる為の扇風機等の活用。洗面所の温風乾燥機の撤去。ＷＥＢ注文者への
毎週の注文書（紙）配布の中止など。水や紙の使用量を減らすことは、その製造過程
の工場の電気使用量を減らすことにつながるので、ひいては脱原発につながる。省エ
ネルギーの環境にやさしい生活、事業をどれだけ展開できるかが問われていると思い
ます。
 原発、脱原発と言うけれどすべてなくなればそれに代わるものができるのか？なくな
れば困るのは私たち本人じゃないのかな？何でも反対するのはどうかと思います。
要望・知りたい






福島もですが、身近な玄海原発についても考えたいので情報をお願いしたい。
一日も早く脱原発を実現したい。その為には、一人ひとりが何をすればよいのかもっ
と知りたい。
脱原発を願っているけど、大手電力会社から変更してどうなるのか分かっていない。
脱原発を実行している国や地域のことをたくさんの人に知らせて欲しい事と、どの電
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力がこれからの世の中にとっていちばんいいものなのかを本当のエネルギー源につい
ての話を記事にして欲しい。
その他

















どんどん原発は再稼働していて、電気は足りているのに冬になれば太陽エネルギー買
取を控えると大手電力会社は発表した。なんだかなあと思います。
地震が多い日本において、原発を安全に使うのは現在の技術では難しいと思います。
また、福島の事故以降、原発をとりまく日本のガバナンス力の低さにも驚きます。上
記理由より、今ある原発は動かさず、ＣＯ２を排出する化石燃料由来の発電所も使用
せずに安心安全の社会をつくりたいです。
足りないとはわかっているが、風力発電や太陽光発電など事故の少ない発電に変えよ
うとする動きが思うようにすすまないのはなぜなのか。先進国なのにはずかしいです。
子どもに説明できるような仕組みになっていないので。今のところ。
先日４年に１度ということで、大手電力会社の委託を受けた保安協会の方が点検にみ
えました｡「？」と思いましたが。やっぱり大手電力会社に頼るしかないのでしょうか。
脱原発と自然エネルギー発電は別物だと考えています。脱原発を目指すなら脱被爆を
まず考える方がよいと思います。
福島の土地を自然エネルギー基地にしたら、電気料の（５％）とかを自動的に発電所
つくりの出資金にしたらどうか。
家族の中でも意見がくい違いますが、最近の災害の多さにまた、改めて原発について
は考えさせられます。そして、未来ある子ども達や孫にどうか安全で美しい地球であ
ってほしいと願っています。
グリーンコープでんきの利用者を増やしても原発はなくならない。電力会社は自分た
ちの利益のためにしているので。原発をなくすために発電所がいらない。各家庭で自
給自足ができる環境づくりが必要だと思う。うちは蓄電地の購入を検討している。
すべてに楽な事は無いと思う。廃炉には長い時間とお金がかかること考えていないと
いけないと思う。今小水力民営化という話もあり、絶対反対です。
風力発電のバードストライクや太陽光発電のパネルの大規模な設置で景観や環境が損
なわれるという批判があります。これからどう対処して解決していくのかが課題のひ
とつでは。
重々原発が良くないと思っておりますが、現在のところ原発の仕事に従事しておられ
る方々が仕事をなくされるのも心配です。もっと技術が進んで良い方向へ向けばよい
けど何でもおだやかにおだやかに。

問１１脱原発を実現するため「グリーンコープでんき」の利用者をふやしたいと思います。
どうすれば「グリーンコープでんき」の利用者が増えるでしょうか?
自分の思いを伝えたい


まず組合員の利用が増えなければ、外へは拡がらないでしょう。原発の電気を使わな
くて良くなったのに、使い続けるという事は原発ＯＫと言っているのと同じことだと
思うのですが。手続きは簡単だし、やや安くなった印象もある（単純比較は難しいで
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すが…）ので、
「こんなに楽して原発にＮＯ！を突きつけられるなんて、良い事づくめ
と思っている人もいる」と伝えたいです。
 今迄の我が国の政治家について思うこと。国は国民に知らせたくない事は決して言い
ません。第二次世界大戦の時、国民はどれほどだまされたか。日本国土まで度々襲撃
され、すでに日本は負け戦で戦う力などない時でさえ、うら若い青年や学生たちを戦
場へと送り、唯ジャングルの中を丸裸同然で食べもの、武器をもたない状態で悲しい
死へ追いやってしまったのですから。
 まだ勉強不足で申し訳ありません。
「グリーンコープでんき」を増やせば本当に脱原発
出来るのですか？政府の考えが変わらないと、北海道の発電量と使用量のバランスが
くずれるといけない等を盾にとって太陽光発電を押し込んだりしないのですか？
 経済的に豊かな人達から利用してもらう。経済的に心の余裕がない人が多いと思う。
私も含めて。１つの団体で脱原発するのは無理がいくと思う。
 売電と買電両方はされないのでしょうか。今より少しはプラスになると思えばだれも
が利用したいと思うはず。それがグリーンコープさんの目的でないことはわかってい
るつもりですが。
 グリーンコープのキープステーションのように、
「グリーンコープでんき」の専門窓口
(相談がすぐにできる場所)をつくる。
 グリーンコープ以外の人に協力を頼めないのでしょうか？
 まずグリーンコープを利用する人を増やさないといけない。現在グリーンコープの中
でグリーンコープでんきを増やしても脱原発は実現できない。
 すでに太陽光発電を利用しているため、私のように売電していて、購入分のみグリー
ンコープに切り替えることが可能なことをみんな知らないと思う。
 電気料が上がるだろうと、相談もしていなかったのですが、どのくらい上がるのかシ
ュミレーションしてもらうだけでもちがってくるのかなとも思った。
説明・伝える・告知










気軽に検討できるのか不安があるので、変更前と変更後の電気料金の比較をしてあげ
る。シミュレーション、変更したらこう変わるという所があまりよく分からないので、
よくわかると思います。大手電力会社は、無料で漏電点検してくれる。定期的に必ず
来られるので安心する。グリーンコープでんきもしてくれたら良いけど、今こうした
説明がなされていない。
具体的詳細な説明が必要。
私のようにまだ知らない方がいると思うので、発信すること。
大変だと思うが、一軒一軒回って説明（納得）したらいいと思う。
まずは、原発の恐ろしさ、怖さを共有し、世界との比較なども知らせること⇒原発い
やだ。と方向づける動きがまだ必要だと感じます。
（アメリカの設置基準だと日本には
一基しかつくれない etc）
グリーンコープ発電所の現地見学、勉強会等。安心で安全、安定した送電が可能なこ
とを広く知らせる。電気料金の具体化。
誰にでもわかりやすいパンフレット等を作って配布したりして啓蒙することだと思い
ます。それと、やはり政治に声を届けてくれる方をたくさん選ぶことだと考えます。
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一般の人に良さを知らせること。
まずは加入者に大切であることを知ってもらうこと。
利用者が増えればさらに電力が必要になる為、発電所を増やさなくてはならなくなる
ことでしょう。利用者数と使用料、発電量等「グリーンコープでんき」の現状、今後
の出資の可能性や必要な出資金など、さらに具体的に説明し理解をもとめ広げていく
ことが必要だと思います。
もっとアピールした方がよい。組合員さんの中には全く知らない方もいる。
脱原発の知り合いから口コミで増やしていくという方法はありますが、無関心、人任
せの人への説得が課題だと思います。
電力自由化になっても電力会社を変える人は私の周りでもほとんどいません。一人ひ
とりに丁寧に説明し、手続きが簡単なことやプランによっては料金が変わらないこと
をつたえるとか…。
一人ひとり、現実（福島の現実）、廃炉するにも莫大なお金がいる事、たび重なる自然
災害をわかってもらえるよう、フェイス tｏフェイスもあり、質問形式で紙媒体で。
「グリーンコープ」加入者だけではなく、地域ごとの説明会等をしてみたらと思う。
安定して電気が使えるのか？という点が気になると思うので、その点をしっかり伝え
てもらえるといいと思います。
問１〜問４まで知らないことばかりなので、もっと広く広報するといいのでは？
子ども達の未来のため地球のために環境に良いと思うことをしたいという気持ちは当
然みなさんあると思います。ただ「切り替え」＝「面倒」と思っている方が多いと思
うので、実際に切り替えた方、その時の手続き方法、切り替えてみて特に不都合はな
いか電気代はどうなったかその声をチラシなどで紹介するといいと思います。
もっと大きな脱原発運動の輪が必要。又、グリーンコープでんきの具体的な説明が足
りないように思う。
一番よく言われるのは「面倒」
「このままでいいかな」という言葉です。金額が安くな
るなどのメリットが大きく感じられないようです。それだけ原発に対する意識は低い
のかなと感じます。身近な事として思えていない気がします。
組合員以外にも広く「グリーンコープでんき」の活動を報告しそのものの理解に努め
る。
紙だけの説明だけでなく、口頭で説明を受けられる様にした方が、理解しやすいと思
います。
一度考えた事がありましたが、グリーンコープの担当の方の説明が今ひとつ不明で不
安感もあり、他社にしました。
安心で安全で安定した電力の仕組みをみなさんに知ってもらうよう活動するべき。
一人でも多くの方へ伝えること（原発の怖さ）が大事だと思う。深く知らないと、原
発を身近に感じられず怖さを感じにくい。知る人が多くなれば、脱原発の声も増える。
北海道でのブラックアウトのようなことが起こったときの具体的な対応等がきちんと
告知できてくれば安心して切り替えもできるかもしれない。
安全性は評価できるので、地道に広報していく。
グリーンコープ新電力への理解を深めてもらうことが先だと思います。
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福島の現状をもっと多くの人に知らせる。
「福島」を見ればわかるように、国も電力会社も、事故の被害者救済より、政権の維
持と保身を優先する。自分の身と暮らしを守るのは自分自身であると肝に銘ずること
一人ひとりがまず政権選択を誤らないよう、情報を読む力を養うことが必要。そのた
めに、まっとうな情報提供をし続けていくことでは。
 メリット・デメリット、変更の仕方など、もっと詳しく記載がないと今の電力会社か
ら変えようという気持ちにならないと思います。
 グリーンコープのでんきがあるのを知らない人が多い。みんなに知ってもらわないと
始まらない。コープに入って知ったから。
メリットがあれば


何かメリットがあれば…例えば、電気料金をポイントに換算し、グリーンコープでの
商品購入に使えるとか。
 グリーンコープでんきのメリットをもっとアピールしたらいいと思います。またグリ
ーンコープでんき加入者限定の特典とか。
 知名度が低いと感じるので、グリーンコープ利用者以外にも情報提供をする。グリー
ンコープ利用とポイントなど連携があると良いと思います。
掲示


各店にグリーンコープでんきの説明を貼り出して、いつでも読めるようにしてはどう
でしょうか？
カタログ・チラシ・アンケート













チラシが多い中に、
「グリーンコープでんき」について書いてある分もあるのでしょう
が、ここ数年 GREEN を見て注文するので、(時々洋服もみますが)他のチラシを見て
いません。チラシが多く、大切な情報を見逃しているかもです。チラシのあり方も考
えるべきではないでしょうか？
このアンケートが届いて、初めてグリーンコープでんきの事を詳しく知った。
（今まで
名前は知っていたがどんな内容か知らなかった）こんな風に詳しく、目に引くもの(チ
ラシ)とか、料金（何 A 使ったらいくら等）例でもいいので具体例を出したらいい。
このチラシを配る。
広報活動を活発にする。etc．意識が高い人が集まるところでチラシの配布等。
分かりやすく、もっと具体的な資料等を配布したら興味・関心を持つ人が増えると思
う。
今の現実の理不尽さをもっと世間に知らしめること、グリーンコープでんきに変えて
も負担が大きくならないにしていくこと。
このようなアンケートは大変有効だと思います。さらに宣伝、情報の共有が必要なの
でしょうね。
切り替えた後の電気料金が分からず心配でできませんでした。今回のようにアンケー
トで詳しく知ることが出来たりすれば、意識も変わり増えると思います。
発電の仕組みや送電の仕組みなど解り易く説明してほしい。グリーンコープに入って
いないとわからない情報なので、もう少しチラシなどでも配布、声かけがあればと思
います。
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内容をよく知りませんでした。脱原発には賛成です。自然エネルギーの発電所がふえ
るといいです。もう少し告知した方がよいのでは。
 現在の電気料金のしくみや福島の現状に会員以外の方にも知ってもらえる様にチラシ
等を作る。
 今回のアンケート調査や福島視察報告はいつか「グリーンコープでんき」に切り替え
ようと思っていた私の背中を押すきっかけになりました。このような取り組みを少し
ずつ知らせ浸透させていくのが良いと思います。
 高齢者にも分かるような分かりやすいチラシを作ってください。よく分からないもの
に変えることに母は抵抗があるようです。
 現状の報告を続ける。例冊子でなく簡単に、字を大きく。現地の子育て世代や高齢者・
障害者のメッセージをのせ読者自身が自分と重ねて考えるような内容へ。
手続き


大手電力会社の電気を使用するのとの違いなどを具体的に解り易く説明する事と、手
続きは簡単にできる事を伝える事だと思います。
 電気って目に見えないので、なかなか変えても一緒なのか実態がつかみにくい。更に
大手電力会社からかえても一緒なら面倒な手続きがいやと思うのでは？？
 電力切り替え時の手続きが面倒だ、まだ分かりにくいという話も聞きます。申し込み
書・記入例の工夫も１つポイントになる気がします。
 支払先がかわるだけで、何も変わらないのは便利なようでも何も変わらないから、わ
ざわざ手続きをするのを面倒がられているように思います。やはり価格が安い方に流
されがちですね。しかし、夜間電力を安くするのは太陽光発電の視点ではおかしな話
に感じます。やはり原発の恐ろしさを根気強く訴えることでしょうか。
 切り替えがしやすい様な知識をたくさんほしいと思います。
 切り替えの方法、手続きの仕方、もし停電などになった場合などのデメリットもあれ
ば伝えた方がいい。
 組合員でない人でも利用出来るようになれば増えるかも知れません。
 グリーンコープを辞めた時は、当然グリーンコープでんきは使えませんよね。
 グリーンコープでんきに替えるにはどうすればよいのか、手続き方法を具体的に示す
ことがまず大事ではないでしょうか。
 我が家のように途中で切り替えるのは面倒なので、新築時から利用してもらうように
する。
料金







単純ですが料金が安いと利用者は増えると思います。
消費者の立場からは料金が下がる事が必要と考えます。
料金が今と変わらなければ、あるいは少しでも安ければ増えるのではないか。
脱原発には賛成ですが、経済面を考える時、勝手ですが、季時別電灯などの適用があ
れば大変助かります。
光熱費を削減したいと考えているので、他社同等の料金設定ができれば利用が増える
のではないかと思います。
「グリーンコープでんき」だけで大手電力会社なみの安定供給と価格が実現されるこ
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とをクリアすれば増えると思います。
 原発廃止は私たちの強い願いです。
「グリーンコープでんき」が安定した電力会社であ
ると解れば検討してみようと思います。高齢夫婦なので保守的になりますね。
 大手電力会社と同等かそれ以上の発電量があって、電気料金を大手電力会社の価格に
限りなく近づけることができれば、増えると思います。
 すべて原発以外の電力にする。すべての料金で大手電力会社（電力会社）より安くな
る。
 電気料が上がるだろうと相談もしていなったですが、どのくらいあがるのか、シミュ
レーションしてもらうだけでも違ってくるのかなとも思った。
 金銭的な負担が増えない事と将来的に持続できる保証があれば。
 料金が安くならなければ無理だと思います。出資金も万単位では高齢者には出せませ
ん。
支払い方・口座


グリーンコープの組合員用通帳（登録済）じゃなくても登録したら引き落としできる
ようにお願いします。
 妻が組合員なので電気料が妻の口座から引き落とされる。夫の口座から引き落とすに
は夫も組合員になる必要があると言われ検討中の知り合いがいる。
 脱原発大賛成であり、御組合について信頼ありながら、切り替えが出来ていないのが
本当に申し訳ない。支払方法について口座引落のみの選択しかないのがネックになっ
ているという理由で情けないです。本当は脱原発社会を真剣に考えた結果は申し込み
殺到すると思いますが、まず、あまり考えていない人も多いし、考えている人も、現
在他社の自然エネルギー発電に加入されるケースで、サービスを何かしら受けられる
特典付だった話も聞きます。競争激化の中で選んでもらうためには、グリーンコープ
の姿勢に対する組合員さんの理解と御組合が組合員の声をどれくらい吸い上げられる
かでしょうか。
メディア・ＴＶＣＭ










興味のある方はカタログを見るかもしれませんが、そうでない人は見ません。なので
テレビや雑誌などにするともっと多くの人が興味を持ってくれるのでは？
メディアを利用してもっと知る人を増えす。メリットがあるのかを知らない。
CM とかでもっとアピールしたら少しでも利用者が増えて、今より同じか安くなれば
年金生活者にはよいかも。メリットをわかればいいですね。
テレビＣＭなどメディアに流してほしい。１２
新聞への意見広告。４
大手企業や発信力のある芸能人等からの宣伝や切り替えによって興味を持つ人が増え
ると思う。特にグリーンコープに加入している人は意識や関心が高いはずなので、す
でに切り替えている人の意見感想等開示していけばいいかもしれない。皆切り替えし
ていると自分もしなきゃとなりやすい。
例えばコマーシャルを流してアピールするとか、他の団体と一致団結して「グリーン
コープでんき」の良さを伝えたらと思う。
このアンケートには知らない現実がたくさんありました。このような情報を、ＣＭや
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メディアなどで取り上げられるようにしたら良いと思います。
 住宅を新築する際、住宅メーカーより選択肢を与えられないまま、大手電力会社と契
約し
ました。住宅メーカーとも協力すると良いかと思います。
 天神など大都市の人の集まるところでイベントを行い知らせる。メディアの取材を受
ける。SNS など。
 宣伝（ネット上での）
でんきだけ加入したい
 でんきだけの入会はできないでしょうー！
学習会・広報




学習会などの取り組みをこれからもしっかりやってほしい。
今後も広報を続けていく（幼稚園・小学校などで）
原発を知らない・聞いた事はあるがよく分からない・関心が無い…など、原発の恐ろ
しさを知らない人が多いと思います。私も以前はその一人でした。紙面の掲載はなか
なか目に止まらない。なにか違ったアプローチで、学習会や原発について知る機会を
多く作っていけばどうかなと思います。
 詳しい事が解りません。もう少し詳しくわかりやすい宣伝をお願します。
 「価格が大手電力会社より同じかそれより安い」という事を宣伝する。
「故障の場合で
も大丈夫」という事を宣伝する。
 学習会、この現実や福島、チェルノブイリ、広島、長崎の経験を市民に知ってもらう。
 運動がもっと必要。
 今回のように、福島の現状を知る機会があればよいと思います。
 講習会とかを行うとよいかも。
 でんき通信だけでなく、説明会や相談会をもっと開いたらどうでしょうか？
反対？


なんで、食べものやその他の商品を扱うグリーンコープが電気を作る必要があります
か？太陽光は飽和状態です。メリットを感じません。
 大手電力会社の周りを再考すべきでは？
 これ以上、自然を破壊する自然エネルギー発電所を作らないで下さい。
 アンケートでこんなことを聞かないでほしい。グリーンコープを使っても原発は必要
だと思う人間もいます。
出資金




出資する際に募金のように少しずつ出資できるようになると発電所作りにも協力しや
すくなるのかと思いますが、それでは大きなお金にならないので難しいですよね、す
みません。
長い間大手電力会社を使ってきたので、コープに変えるのは難しい。本当に大丈夫か、
不安感はぬぐえない。単に切り替えても 大丈夫、何も変わらない と説明されても
将来に渡って不利な点は発生しないのか、納得した上でないと一歩は踏み出せないと
思う。又、出資金に関しても、10 年間預かった後返金する際の条件（配当は無いのか）
など不明。返金は確実なのか、等。
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安定した電気の供給である事の説明。問１０に対する考えの説明（私だけそう思って
しまうのかもしれません）。
福島視察報告を読んだあと、とても頭の中が整理された感じがしました。この様な生
の声を原点においてからの、勧め方を上手くつなげていけないかなーと思いました。
他の新電力との違いをわかりやすくする。
据え置き期間を短くする。
今でも十分広報等の取り組みをしてあって、頭が下がります。口コミででも広まって
協力者が増えるとよいです。私も関心を持って、検討していきたいです。
安心感が求められると思う。
脱原発すべきと考える。今までの生活を少し変えたいとも考えている。多くの人が行
動起こすのは私自身も課題。
窓口を増やす。例えば、お店でもって目立つようにとか。組合員に個別に電話すると
か。敷居を低く感じられるようにしてはどうでしょうか。
理解度が低いのではないかと思います。
目の前の利益のみ考えて将来の不安を感じていない人が多過ぎます。
出資金を増やしてもらい、発電所をあちらこちらの地域に作ってもらいたい。
問 1.3.4.7 の部分をアピールするのはどうでしょうか。
私の住んでいる地域は自然がいっぱいで、これまで公害や環境破壊という問題に見舞
われたことがほとんどない。原発も県内にはない。そのため原発に対する意識はとて
も低いと思う。 関係ない という人が多い。今回の福島の原発事故や以前のチェルノ
ブイリの事故のことも、自分たちの事として考えたり感じたりしていないと思います。
日々にまぎれて、ゆっくり考える時間、金銭的な余裕がない。大手電力会社から移行
するメリット、デメリット・方法 etc 分からないと家族に相談できない・・などがあ
る。理想と現実のギャップが大きすぎる…イメージだけかもしれませんが。
先日の「日本と原発 4 年後」の映画を多くの人が見られる機会を作れないでしょうか？
とても分かりやすくて良かったですが参加が少なくて残念です。
かっこいいデザイン性のあるマークとか、若者がおしゃれに感じるような工夫ができ
ないかな・・・。
風力発電や水力発電ならば太陽光に比べ安定供給できるのではないかと思います。
少しずつ大手電力会社依存システムを減らしていくと共に電気の使い方を見直す運動
を。
原発は簡単で安い！！という間違った考えを発信するのはどうでしょうか？原発は廃
炉のことまで考えると、税金の負担など高くつくので・・・危険で高い！！
設置から使用後の処分まで、すべてがエコであれば利用者は増えそうです。
契約を切り替えた後の不安がなければ。ちゃんと使えてメリット、デメリットがはっ
きり分かっていればいいと思います。何かあった時のアフターフォローも。
ＧＣでんきにして、停電になったりしないか。何のためにしているのか。Ｆでんきは
組合員の利益になるよう案内していた。ＧＣ電気は年寄りには重い。
私は関西からこちらに来ましたが、中々難しいと思う。買い物もままならないので。
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本来国からの補助があるべきは自然エネルギーを利用した発電だと思うが、実現は難
しいと思う。
日ごろのグリーンコープスタッフの方のでんきだけでなくて、働きかけに欠けている
と思います。コープで働いている方々は一般のお店の方に比べて、笑顔や言葉かけが
少ないように思いますが。
要は、原発の数がどれだけ日本中に有って、万が一福島のような事故が起きればどう
かるか？！アピールできれば･･･とか？
目的はよく分かるが、私のマンションのように全戸管理組合で決定した電力会社から
供給となっているためどうしようもないこともある。

筑後支部
問 9「グリーンコープでんき」に切り替えたくても出来ないと思う理由があれば、お書き
ください。






















わずらわしいから
理由等ありません
出来ないという断定的な意見ではないが変える事によって、今現在余裕のない自分自
身の電気料金の増加が懸念される
マンションでの一括契約の為
大手電力会社との関わりがある
手続きが面倒
現在忙しく色々考える余裕がない。数年（退職）したら考えたい
手続きが大変そう
どれくらい料金が変わるか分からない
高くなると困る
詳しい者がまだ不明なので不安
わからない
昔からの付き合い
商売をしているので不安
集合住宅全体でオーナーさんがまとめて契約されているため、入居者は個人で選べな
い
オール電化の為
なんか心配
年金生活の為余裕がない。脱原発を希望したいが（グリーンコープでんき）できにく
い状況
現政権が原発推進をしていて原発に対する方針が定まらず売電などにも規制をかけた
りしてきている
現料金より高くなる
持続可能か不安
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自宅に請求書が届かないため
個人ではないから（わかたけ作業所）
今は意識が向いていない
特にない
母がまだ元気にしている。私達の自由に出来ないところがある
息子が電力会社に勤務している
世帯主ではないため
勉強不足で理解できていない
切り替えたいと思っているわけではない（現在）。太陽光を沢山使用しているので家の
電気量はまかなわれている。今のままで良いと思っている。
料金が今よりあがると家計が大変
太陽光発電にかなりの費用をかけている。余剰電気は売電しているが将来的には蓄電
機等を活用していきたい
切り替えたいと思っていないので理由はない
身内が大手電力会社に勤めている
別に何もないが最近切り替えたばかり
屋根の上に太陽光発電をつけている
家族（息子）が大手電力会社に勤めている
親と一緒のため
団地に住んでいる為、今のままで良い
年齢が高齢になり新しい投資など一切しないことにしている
別のところを検討中
切り替えたくても出来ないというのとは少しちがうのですが、私ども二人すでに高齢
で今更という気がしている（切り替えに対して）低圧電力も使っている。勿論脱原発
についは賛成。福島のその後を聞くにつけても胸を痛めている
考えたくない
農業だが大量の消費をしているので 1 時間でも止まれば仕事が大損失が出る。ちょっ
とくらい安くても実績のない新業者にはすぐには切り替えできない
日照時間が足らない時は停電しますか？
出資金はいくらですか？
毎月必要ですか？
グリーンコープでんきが倒産したらすぐ大手電力会社に戻ることができるのか？
太陽光発電をつけて多額の出費をしたところなので今は難しい
電気代が上がるから
もう年だし、いつまで使うか分からない
義親の管理
工場兼自宅なの電気がストップしてしまうと困る
現状より安くすむ（もしくは同等）のであれば検討もあるが、コスト的に高くなるた
めそれは無理
年齢的に面倒
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このままで良い
お金がない
試算上難しい
年をとっているのでもう出来ない
在宅酸素使用で心臓が悪いので年中冷暖房をつけていますので、電気料金が高額です。
これ以上の出費はしたくないと思っています。
私は人を信用しない性格なので 100％自分で調べないとサインしない！
私 82 才 1 人暮らしです。脱原発はよくわかりましたが、先が無いので余り色々と変え
るのが面倒に思えます。
面倒くさい。必要ない。
季時別電灯で契約しているので。
電気をたくさん使うと電気料が上がるという点でどのくらいから高くなるのかよくわ
からない。
アパートに住んでいるのでアパート管理になっている。家賃と一緒に合算。
いまいちどういう具合になるのか？メリットは？
今年とても暑く大手電力会社の老人(75 歳以上）がいる家。
エアコンを我慢して使用しなくていいようなシステムを新聞で読みやっと割引が出来
ました。電気料金を振り込みにしたばかりです。大事な手続きを再度する事は私みた
いな老人はもうしたくないです。
老後生活を送っています。手続きが面倒では？
料金が違うので今のままにしている。
スマートファミリープランなので料金が上がるのは困ります。
グリーンコープでんきを理解していない。
オール電化をしているのですがこの場合は逆に料金が上がると聞きました。
低圧電力を使用しているのでわかりにくい。
現在自宅の電気は会社名義になっており自由に変えることができない。
電力事業の不安定化につながるのでは？
出資するためのお金が心配だから。
みやま市にスマートエネルギーがありますので検討中です。
説明を読むかぎり特にないとは思いますがみやま市の電気「みやまでんき」があり、
友人から誘われているので、そちらを検討中です。
みやまスマートエネルギーに入っている。
現状のままでいいと思っています。
オール電化なのでグリーンコープでんきは高くなりそうです。
家族の意見が一致しないので、今の所検討中。
電気料のこと。
身内に大手電力会社関係者います。
太陽光発電では台風による破損、太陽光による光や発熱による害、発熱する板の最終
処分などの問題が起きているから。
管理会社との関係
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家計の問題。年金支給が始まるまで無収入のためきびしい。
私が管理できない。勝手に変更できない。
95 才の老婆です。現在体力減退、通院
シミュレーションまでしてもらったが料金が高くなったので切り替えていない。
光熱費を極力抑えた生活をしているので切り替えによって電気料金が大幅に上がるの
は困ります。
料金が高くなる。
事業所（医院）なので
老人の二人暮らしなので今から切り替えなくてもよい。
スマートファミリープランの方を始めたばかり。
電気については全て主人が管理しています。脱原発は絶対すべきと思っていますが、
プロバイダーも「ＱＴＮＥＴ」に変えたばかりです。
「グリーンコープでんき」に変え
る意志が主人には全くありません。ただ今年の夏のように
猛暑だと 1 日中クーラーを入れっぱなしで本当に足りるの？という疑問と高額になる
のでは？という心配もあります。
料金が高い。
大幅な料金値上げになれば切り替えられません。
夫との話し合いが必要。
手続きが面倒そう。料金や手数料など出費を増やしたくない。安定的に電気が使える
のか不安。
自宅の発電光の寿命がもうすぐ終わります。その後グリーンコープに切り替えるつも
りです。
色々と勉強中です？
料金が上がりそうで不安です。
手続きと今までの経緯より
市営住宅なので出来ません。
電化でナイトで給湯器を使用しているので夜間電気も安くなれば良いと思っている。
今住んでいる所は借家で近いうちに引っ越しを考えているのでまだ踏ん切りがつかな
い。家は古いので私たちが出ると取り壊す予定だそうです。
特にありませんが今のままでいいと思います。
よく分からないため。
できるならしたい。
切り替えてからの安全性や十分なエネルギーの確保はどうなんでしょうか？
仕組みがどうなっているのか分からないので手続きや切り替え作業が大変だろうと思
いますので。
電気料金が上がる。
自営なので色々なプランを使っています。1 つに出来ない部分もあり難しいと考えてし
まいます。
料金が上がるならメリットがない。
面倒。家族が受け付けない。
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現在自宅用 6.75ｋ産業用 28k を設置しておりいずれ蓄電池で電気をまかないたいと思
っている。家電販売店なので自店で設置している。
借家なので TV ケーブルもオール電化も現状維持でと大家さんに言われているので。
実績がないので…仕事で電気電力が必要のため不安がある。
とても良いことであるのは十分わかってはいるのですが毎月は出費との比較をかんが
えるとつい立ち止まってしまいます。
状況の変化でも長期に安定した送電が可能か、詳しくは理解できていないので暫くは
現状のままでいたい。
夫が大手電力会社関係の仕事をしている。
経済的な面で難しい。そういう話を聞いていますが…
大手電力会社（840K)使用中。グリーンコープでんきと大手電力会社の金額の差を知り
たい。
親戚に大手電力会社関係者がいる。
まだ真剣に考えていなかったです。
切り替えたいのですが料金の事が気になります。
料金が変わらないのなら切り替えも検討したいと思います。
もう少しじっくり情報を学んでから行動したい。
光熱費の事は今の所私の考えではわかりません。又、父の判断、考え方もあるのでど
うかと思います。
家族（義理の父）の」所有なので勝手なことはできない。
料金が上がる可能性があるため。
高齢者の二人暮らしなので病院行きが多くなりいつまでここで生活できるのかわから
ない毎日なので…
「季時別電灯」で契約しているので新電力に切り替えると料金が上がる。
みやま市には「みやまでんき」があるのでもし切り替えるとしたらそちらになると思
う。
以前、グリーンコープで説明をされている方に、うちの場合お得にならないと言われ
た。
本当に大丈夫なのか？
仕事も辞め、収入がなくなっているのに電気料金が上がるのは苦しい。
ハウステンボスを使っているので。
家で太陽光発電しています。その取扱いが今まで通りできるのか、グリーンコープで
んきに売電できるのか？よくわかりません。
組合員として登録しているのは大多数が主婦。その主婦が切り替えようと思ってもや
はり家族、特に夫が了解というか理解してくれないと難しいと思います。
携帯と一緒にすると安くなるとすすめられて切り替えたので一定期間変えられないと
思う
志は素晴らしいとは思うが、リスクは無いのか？設備の修繕費用等の備えもしてあっ
て会員に一切の負担が強いられる事はないのか？
年金暮らしで料金が大幅に上がるのは困る
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高齢（６７才）で独居生活の為、迷いがあり決断できない
アパートに住んでいる
２年契約の縛りがある
グリーンコープでんきに切り替えると料金があがる
何も信じられない。国も電力会社も GC も
切り替え後
グリーンコープでんきに切り替えると料金があがる
変えると電気代が上がる為
家族の納得
法人契約しています。そういうのはどうなるんですか？
太陽光などいろいろお誘いがありますが今は経済面も含め全てにゆとりがありません。
金銭的な事が不明です
現在の料金から大幅に上がるとなると経済的に苦しくなるから。
他の電気会社にしている。
節電に努めている。ガス重視。集合住宅。オール電化ではない。手続きなどややこし
い。大手電力会社社員さんもいらっしゃる。いろいろお世話になっているので難しい。
出資などの経済的余裕がないです。
需要に対しての供給がうまく出来るか心配。
自然エネルギーの発電所は福岡県にないのが不安。
決定権が自分にはない。
もう少し知識を増やしてからにしたいです。
仕事の関係で。
ここでいつまで 1 人でいきていけるか先がわからない。
出資金の問題。
多数の人がグリーンコープでんきに切り替えたとして供給ができるのか？自然災害で
発電所が被災したときの復旧の目途、復旧が出来るのか心配です。
手続きが大変そう。変える時期が分からない。
みやまスマートエネルギーに切り替えたばかりだし、自治体の取り組みを応援したい
ので。
面倒なのがいやなだけです。
電気料が高くなるのは困る。将来性が不安。
80 才を超えていますので。子供達とゆっくり話し合いを持っていませんので。
月に 4〜5000 円であれば高くなってもグリーンコープでんきに変えたかったのですが、
給湯器も電気(夜間)なので使用量が多く、切り替えるに至っていません。家を建てる
前に電気の事をよく知っていればオール電化の選択は
しなかったと思います。
仕事で大手電力会社にお世話になったから。
どのくらい安くなるのかわからない。手続きも難しそう。
賃貸マンションは出来ないのでは？
ダイワリビングのアパートに住んでいて電気料金は家賃と一緒に引き落としされてい
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るため。
家族間の合意がとりにくい。
家族に相談しないといけない。1 人では決められない。
月々の電気料金が上がることに抵抗がある。
大手電力会社の方が安いから。
これまでエコキュートだったため見合わせていました。今回エコキュートの寿命でガ
ス給湯に切り替えたのでグリーンコープでんきに申し込みます。
代金が今より上がればと思うと…また、同額でも考える。やはり切り替えるには今よ
り安くならないと
勉強不足で…
検討する時間が今はない
高齢で一人暮らしなので
長い間契約しているから
グリーンコープでんきの全体像がよく分からない
周りにそういう人がいないのでちょっとためらいます。面倒な気もする
すでに携帯会社のでんきに移行していて割引を受けている。低圧電力（4ＫＷ）も使用
している
自分で考えて知ることが大切ですが従来の方法に今は任せっぱなしです。一度家族で
話す必要がありますね
みやまでんきと迷っている
将来的な展望が見えないので不安
足りるのか不安
勇気がない。現状が分からない
ただ使う電力の事だけを思えば切り替えは簡単。脱原発が実現した場合そこで終わり
ではないでしょう？廃炉費用は電力会社だけでだせるのでしょうか？そのまま放置さ
れても
困るのは結局私達なのではないでしょうか？国がきちんと対策を決めたとして国の責
任ですべての対応が出来るとも思えません。国が脱原発に踏み込めない理由は何なの
でしょう？
私たちが電力会社を切り替えるだけでそこまで解決するとは思えないからです。使用
料金が同じなら自然エネルギーの電力の方が人にも地球にも優しいので安心して使え
ると思います
料金が安くなるとは思えないから
BBIQ 電力を使用しています。マンションに住んでいますが一括することで安くなると
いう事でした。管理組合と話し合い１０年契約を結んでいるので切り替えは無理かと
思います。
電力の自由化になってからあまり時間が経っていないので長所短所がよく分からない。
停電後の回復が遅くなりそう。
夜間、天候不順時のバックアップ電源がない。水力発電所は開発の余波が少ない。
自分一人がグリーンコープでんきに切り替えても原発はなくならないと思うから。
（こ
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んなことではだめだとわかっているが…。）
主旨に納得できない所がある。グリーンコープは全身を含めると３０年近く利用して
います。利用者には様々なイデオロギーや考えの方がおられます。原発反対派の一方
的な見方を押し付けられるのは不愉快な所もあるし、
やり方が強引な気がします。政治色は絡めてほしくない。
家族に相談しても「何言ってるの？。」という雰囲気になります。携帯会社も２０年以
上同じところで契約していて他社に切り替えも面倒だと思っています。よほどのこと
がない限り出来ないのかしらと思います。
以前はグリーンコープでんきを利用していましたが、現在はオール電化の住宅に住ん
でいるので深夜電力割引のある自然エネルギーを推進している八女のでんきを利用し
ています。
集合住宅なので
詳細を知らないから
忙しいのと面倒に思える
事業所を兼ねている
家族への説明
自宅に大手電力会社の電柱がたっている
息子が自宅全部管理しているので任せている
大きな台風、地震、大雨などが心配
切り替えたくない
主人の意見も聞かなくてはいけない。言ってもグチ言われるので言いたくない
職場での取り組みがあるため
支払者が別
１人で決められるものではない
料金を支払っているのは私だけれども家は義母のものである為勝手には何も出来ない
電気代の口座が主人
主人がきちんと納得いないとできない。一度、大手電力会社じゃないといいかなとガ
ス会社に切り替えたが元の大手電力会社に戻らないといけなくなった
グリーンコープを続ける予定がない
今回初めて知ったのでまだ理解できてない
先が長くないので今のままでいる
まだまだ誤解が多い（従量電灯ＢＣでも料金が高くなる。停電時などにないがしろに
されそう…等）その誤解を解いていく必要がある
親戚一同、大手電力会社関係者なので電気についてはあまり関わりたくない。脱原発
は必要だと思いますが…
グリーンコープでんきに変えたいけど料金の関係で変えることが出来ない。出資に方
で協力したいです
将来電力の利用がどのように変化していくか分からないので状況をみながら考え中
今までと変わることが何となく不安。トラブルがあった時の対処は？
たくさん電気を使っているので料金が高く切り替えできないと思う
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代替エネルギーが確立されていない
クリーンエネルギーに替えていく必要はある
息子たちの時代になるから
生協をやめた場合グリーンコープでんきが利用できるか不安だから
グリーンコープでんきの内容がよく分からない。安定供給・事故対応などについて不
安材料がある。電気料金は安定しているか
太陽光発電所の管理や廻りへの影響を考える
メーターや配電盤の点検などの定期的なアフターケアがどうなのか？
借りて事業した会社（グリーン―プでんきでも電気事業でもない）を使ったことがあ
るが問題があっての対応が悪かった。元に戻す時も同じ。印象が良くなかった。グリ
ーンコープも中心と末端との社員の差がある時良かったイ
メージが悪くなる。問題があっても面倒でいまのままになっている
自然災害の場合などアフターサービスが遅れると聞いたことがあります。電話の故障
の時のことで感じました
利用者が増えれば自然エネルギーではまかなえなくなると思うからどこと契約しても
同じと思う
人間と共存できない原発・未来の子どもたちを守りたい。切に願う。
利点が分からない。切り替え後に不便が起きないか不安。
老齢で理解しがたく、煩わしいもの苦手です。
料金 UP は厳しいため。
夫と検討したい。
親 1 人、兄 4 人大手電力会社でしたので。
年齢的に身の回りの整理等考えており、何事も複雑にしたくない。
特に理由はないのですが。我が家は引っ越しが多いため転居等の手続きをする際に便
利な事から大手電力会社を継続しています。
私は息子夫婦と同居です。嫁に任せています。
大手電力会社との仕事上の関係がありできない。
電気温水器の料金が電気量と一緒になっている。
大手電力会社に売電している。心情的に切り替えると申し訳ないという思いがあり、
切り替えていない。
試算してもらったところ、やはり料金が上がるとの事だったので切り替えは難しいか
なと思う。
自宅の太陽光発電で十分だから。
別の土地で太陽光発電し大手電力会社に売電しているので不安です。
大手電力会社の今は扱われていない時間帯による電気料金サービスに加入しているの
で色々検討してもこの電気料金が一番安いと思われます。
同居者の同意が得られない。（現在病気の為）治療と介護で一杯の生活。
地元のみやま電気に変更する為に見積もりをしてもらったが現在の方がかなり割安と
の事でたぶんグリーンコープでんきにしても同じだと思い、現状でいきます。
家族が原発にいます。入社以来、原発の建設研究に世界中を視察研究して川内、玄海
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と消費者のため、社会の為に頑張ってきて今も現役です。その姿をずっと見ている者
にとっては世の中のため電気を送り続ける者が
いることを忘れないでください。
アフターサービスその他に不安を覚えます。
みやま市に住んでいるのでみやま市が力を入れている電気に協力すべきかと。
現在の料金に原発関係の費用が含まれていること等は自然エネルギーの電力会社等の
説明会、講演会等で耳にしたことがる。切り替えたいと思うが勉強不足と時間に追わ
れ、そのままになっている。

問１０脱原発についてご意見があればお願いします。






















原発反対ですが？
大いに反対
もちろん脱原発により以降この様な事故を無くしたいが、また阿部政権となり裏で操
作する政治家がいる限り厳しいと思う
応援しています
できることはしたいと思う
どんなにクリーンエネルギーを作っても必ずバックアップ電源は確保されている。ど
う考えても何もない時はエネルギーの無駄遣い！自然エネルギーの発電程度のばっく
あっぷ電源があるのであれば自然エネルギーはわざわざ作らない方が良い
未来の子ども達のために原発はなくしたい
必ずしも脱原発ではない。地震が多い日本にとっては被害がでやすいと思っている。
代替エネルギーのさらなる発展を望んでいる。原発＝悪のような考えを持つような意
見を発信することはひかえるべきだと思う
私達よりもこれからの子供達を守る為、絶対必要だと思う
ぜひ脱原発を実現してほしい
原発を造るのにお金をかけ、使用した後にもお金が必要で、その使用後の粕も自分達
の近くには造りたくない。なぜ危険でお金の掛かる原発を政府は作るのか腹が立つ
電力会社も資金が十分あれば廃炉に向けてもっと早く動いてくれそうな気がする。託
送料金に含めないとすれば税金を充てるしか方法がなく、結局決める事に参加さえ許
されてこなかった国民１人１人に負担がいくことになるなんてバカバカしいな。と毎
月の請求書を
みて納得がいかない。できるだけ使わない方がとは思っている
原発を停止すれば解決する問題ではないと思う。新規に造ることは絶対やってはいけ
ないけど廃炉にするとしても膨大な時間とお金の問題を避けて通れないと思いジレン
マ
人類滅亡の危機にあるという時代認識が遅れている。脱原発→核廃絶の運動を生きて
いる以上しなければならないと思っている。具体的にできるところからと考えてはい
るが・・・
電気中心となっている生活中で、原発なくして成り立つのか…？という思いはある。
ただそこに頼りたくないという強い思いもある
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地震や自然災害を考えると脱原発が一番最良だと思うが私達も使いっぱなしをもう少
し考えて節電に心掛けなければいけないと思う
燃料を使用したあとの有害物質の処理をきちんとしないと原発には反対
送電線の分離（大手電力会社からの）をまずやるとうまく進むのではないかと思う
地震や台風、津波など自然災害が多い。この島国日本では原発での発電は不適切危険
だと思う。今までの事故を教訓に国は早めの脱原発に取り組むべき
再生可能なエネルギーに転換し、身の丈に合った生活をすることが理想だ。そうすれ
ば原発に頼らずにいけるのでは
原発事故が人命を落とすことは理解している。ただ恐ろしい
何人の人がどのくらい協力すれば脱原発は実現するのかなど分かりやすく教えてほし
いとは思うが、ゆっくり話しを聞いたりチラシを見たりする時間がない
最終的には原発に頼らなくよいことが理想。ただ、廃炉等に関して最終的にどのよう
な処理がされて、どれくらいの期間がかかるのか不透明
脱原発はいいと思うが、するならそこに働いている人たちの次の仕事先を決めてあげ
るのが先だと思う。その人達にも生活があるのだから
特になし
原発は何とかしてやめてほしい。地震大国で地震が頻発している現実は怖いと思う
脱原発に賛成
まだまだ脱原発には安定供給の観点から厳しい。新エネルギーが個人住宅で安定すれ
ば普及するのでは
賛成したい気持ちは強くもっているが、今の日本の電力事情を考えると今すぐに脱原
発になるのは難しいと思う。なるべく混乱をせず少しずつ切り替えていく方が良いと
思う
原発を繰り返さないためにも脱原発を。安全な日本にしてほしい
太陽光発電が増えて自然（山など）の景観が損なわれないのか？
チェルノブイリの原発事故、福島の事故に対しても充分認識している。近年の気象の
激しい変化でもいつ福島と同じ事故が起こるか、また、原発自体がかかえる危険性も
完全に否定できるものではない。脱原発も小さな力から大きな力へと発展させていく
ことが大切。高齢で何の役にも立てず申し訳ないがよろしくお願いします。
分からない
徐々に移行していけば良い
現在ある立派な施設を中途で破棄するとはどうせ一度は崩すものを早期廃棄のするこ
とではないと思う。天から金でも降ってくるなら別ですけどキレイゴトバカリ言わな
いで下さい。原発は反対ばかりしません。あまり共産党のような発言をされるならグ
リーンコープともさらばです。
原子力」撤廃しよう
良いことだと思う。原発に頼らない発電ができるようになれば良い
全国どこに住んでいても原発はあるし、自分が住んでいる地域の近くの原発も見切り
発車的に稼働している。
「福島の今」を読んで明日は我が身だと思っている。大手電力
会社は電力需要が落ちる秋に太陽光発電を出力制御するらしいが電療があまるなら原
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発を再稼働しなく
ても良かったのではないか？
子供達に安心できる環境を残したい
原発はもう時代遅れえ大地震が起きると分かっているこの日本で、なぜ未来の「日本」
のためにやめきれないのか毎日テレビで日本中の自然が放送されるのを見てると、い
つこの自然が東北の様に住民も立ち入れない場所になるか、その危険は紙一重の状況
ではない
だろうかと思うと悲しい。
自然エネルギーの発電所がフル稼働するようになり、原子力に頼らなくてもいいよう
になれば良いと思う
なし
原発はなくしてほしい。現在の風水害のひどさを考えると特に思う
生協は頑張ってほしい
福島の事故を学習して、なくしていく方向にと願っている
難しいと思う
ないほうが良い
原発はまだ人間には使いこなせないモノのように思われる。作っても後始末は難しく
ゴミは放り出しになりそう
原発は早くなくしたい
脱原発に賛成です。今後とも脱原発運動への署名等は続けたいと思っています。福島
やチェルノブイリの方々への支援もできる範囲内で続けていく所存です。
恐怖と不安がある事は事実です。ただ今、体調不良の為、いろんな事考えたり思った
りすると神経が参ってしまう様な状態ですのでごめんなさい。
昔のように電気のない生活をすればいいのよ。外でご飯を」炊きそんな生活をしてい
る人もいるじゃない！
廃炉しかない。
日本は地震国なので原発は危ない。それに核のゴミはどうするのだろう。
脱原発は反対ですが、資源の少ない日本の事を考えると何とも言えない。
知人が電力会社に勤めているので何とも言えません。
まかなえる力があればそれが一番いいと思いますよ。
充分な安全性を作り出していけばどうですか？いろんな考えがあります。私はよく知
らないのですがこのままでいいじゃないかと思っている所です。
福島のようなことがどこでも起こりうるのでは？原発を廃炉にした時にその処分方法
は？どこに処分する？福島の除染済みの後始末も十分にできていないのに今の政治家
の責任を後の世代に押し付けるべきではない。
ＧＣで活動されていることは知っています。もっと声をあげていかないといけないと
は思います。
脱原発は本当にそれが可能であればそれが理想ですが難しい問題です。現に我が家が
料金の事を考え、「グリーンコープでんき」に二の足を踏んでいるのですから…。
今すぐ原発をやめるべきなのに利潤のために続行しようとする政治、企業に怒りを覚
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える。ＩＨが普及している。その問題もかくしたまま増えている。添加物等に問題視
している人もＩＨを設置している。どうして？
原発はなくしたい。
脱原発は理想ですが今の現状ではまだまだ他の電力では間に合わないと思います。今
は原発も必要だと思います。
原発に頼りたくない。
省エネ賦課金がない方法でお願いしたい。
賛成です。
原発を利用せずにやっていけたらいいと思います。
脱原発に賛成ですが実際何か行動に移しているかといえば何も出来ていないのが現状
です。子供達の将来を考えると早急に対策が必要だと思います。
再エネルギーの発電が十分できているのに原発をやめられない理由が知りたい。
原発に安全はない。廃止すべき。
自然エネルギーの発電所が増えるといいなー。
電気を使わないでも出来る生活。便利な生活を追求せず、電気のなかった時の日常に
変える。
福島のようになるのはとても怖い。
クリーンエネルギーでまかなうことができれば原発に頼らなくてもいいと思う。
地震その他の災害で原発に近い所の住民は大変危険なのでなるべく早期に廃止するこ
とには賛成です。
賛成はしますがなかなか今の生活を変える余裕もありません。すみません。」
1 人なのでオフグリッドソーラーをやろうかなと思ってます。
賛成ではありますが現状を変える余裕がない。
脱原発には賛成です。
危ない。
自分の家に太陽光発電装置を設置して電気を蓄電すれば停電の時も使用できます。私
の知人に蓄電装置を開発している方がいます。あと 5 年位かかるそうです。北海道の
地震があり、開発を急がないとと言ってありました。その装置が出来たら自宅に設置
する予定です。
電力を個別に太陽のエネルギーで蓄電すれば水力や大がかりな太陽光発電所はいらな
いと思います。
電力会社も原発を稼働すれば赤字→黒字に短期間でなり利益を上げるために原発を絶
対辞めない…という事はすごく腹立たしく思います。稼働しなくても現在電気は足り
ていると思いますが…。それに反対する余力が今現在なく残念です。
1 人 1 人が子ども→大人になるのもどちらでもない期間があって脱原発はもちろん希
望ですが、ゆるやかに移行するというのが私の考えです。
原発からの「ゴミ」をどう処分していくのか不安に思う。
可能なのであれば脱原発には賛成です。
是非脱原発を実現したいです。
脱原発は大賛成。原発は一度災害が起きれば原子爆弾と同じ被害が長年にわたって続
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く。廃炉にしてもそのゴミは放射能を出し続ける。子供達の将来、地球の未来に全く
ためにならないと思っています。
賛成です。
脱原発とは分かっているようで分かってないと思う。原発はどう人々に害を及ぼす
か？目に見えない、臭いもない、何もわからない人が多いと思います。もう少し、細
かく分かりやすく説明が必要だと思います。
自然エネルギーが一番いいと思うのですがそれでまかなっていけるのでしょうか？
原発廃止には賛成です。南海トラフ地震でもあったら危険ですよね。
脱原発はとても必要だと思います。地震大国の日本で原発がそのまま続けられている
こと自体がおかしい。国は一体何を考えているのだろうと思います。
良いとも悪いとも言えないですが。（働き手の方もおられるので）危険とは思う。
脱原発を実現させたいが、つい目先の料金で判断してしまう。自然エネルギー発電所
がもっと増えればグリーンコープ電気料も下がり使いやすくなるのでは。脱原発は子
孫に負の財産を残さないために。
どんどん再稼働が始まっていて何か起きた時のことを考えると不安です。
私も脱原発反対です。結局廃炉にするにしろ莫大な上限のない費用がかかります。安
全面からでもとても不安です。
自然と共存できる生活がいいですね。環境作りをしていかなければ！
特にありませんが、切り替える必要ない。
当たり前です。
脱原発を強く願う。
原発はよくないと思っていますが何が良くて何が問題かはよく分かっていない。
原発は大反対です。未来の子供達のために。問 7 知りませんでした。アンケートで勉
強になりました。
日本は自然災害が多いため原発が安全に稼働し続けると言えないのが現状。でしたら
安全性の高い別の発電に頼るのがいいでしょうね。
是非、脱原発の実現をしていただきたいものです。
賛成です。国が原発を無くさない理由が知りたい。
また、大きな地震津波が来たら原発が怖いです。
安心して暮らせるようにしてほしい。
皆が少しずつ省エネに取り組めるとよい。
福島の発電所で原発が事故を起こした時点で国は脱原発を国の政策として打ち出すべ
きであったと思います。
東日本大震災が起こった時、自分はまだ独身で大変だろうなと感じただけでした。そ
の後すぐにシンガポールに社員旅行で訪れた際、日本人だと分かると「だいじょうぶ
だった？」や「大変だったね」身振り手振りで「これから大変だろうががんばって」
と言ってくれる人が
意外に多かったです。
自分自身震災の規模ががどんなものかわかっておらず、街頭で売ってあったシンガポ
ールの新聞に被災地の様子が日本ではありえない報道の仕方でとても残酷な写真と共
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に載っていてぞっとしました。国が隠そうとしていることが分かり今ではもう自分の
子が同じような
目に合わないためにも原発は無くさないといけないと思いました。
やっぱり「ほう」「れん」「そう」ですね。原発も飛行機のトラブルも薬物依存もみん
な同じ。大きな過ちや問題を起こした時。ドミノ倒しで自分の為にもドミノが倒れて
くる？だから今の自分を信じていろんな問題の中で向き合っていくのかな。
大賛成。原発に頼らないエネルギーを！
国内に多くの原発があるのを国民が福島の事故は他人事ではないと不安になっている
のは、政府が分からないことはないと思いますが本気で廃炉に向けて取り組む姿勢が
ほしいです。
社会としては大きな電力を生む電力。源は必要であり太陽光等の自然エネルギーだけ
でまかなえるか不安がある。
進めていくことが大事だと思います。原発で出たごみをこれ以上たまっていくことは
これからの子供達に残してはいけないし、災害の多い日本は原発はあまりにも危険だ
と思います。
危険なものを取り除くことは避難を考えるよりも大切だと思う。
脱原発については大いに賛成です。生活していく上で実際原子力発電による生活に流
されているということがわかり、知らず知らず協力しているのかと思うと後ろめたい
です。もっとみんながスローな生活の昔に戻れないかと思います。
全国原発廃止。燃料後の処分。事故発生した場合の責任は誰がとる？
応援しています。
国が福島の事故を真摯に受け止めてほしいのですが脱原発に向かっていないのが残念
です。裁判官も国寄りのひとが決定するようでは。
賛成です。他に安定したものがあればいいと思います。
脱原発は必要だと思いますが、今は節電したいと思います。
第二の福島はいりません。原発に代わる安定したエネルギーが欲しいですね。
食品に含まれる添加物は体にとって危険有害な事。原発の電気を使わなければ足りな
い状況だとしたらそれが自分の生活を危険に追い込ませる要因だという事を知らせる。
原発のない日本が実現できるため、様々な方法や情報が知りたい。個人的には節電の
工夫をしつつ…
福島視察報告書を読ませてもらって、福島の皆さんのこれまでのそしてこれからも続
く苦しみを少し前よりは感じ取ることが出来、九州も他人ごとではないと思いました。
脱原発再生エネルギーに取り組むべきだと思います。
出来ればやめてほしい。原発がなくても火力水力等による電気の発電が可能であれば、
国、政府等まず国民の生活に関係することだから第 1 に大きく対応できないのかとも
思います。
福島の事を自分の事として考えなければいけないと思っています。しかい、勉強不足
です。
なくなった方がいいのかも。
福島のようにならないように思っています。
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今の時点ですぐ代替できるものがあるのか…
是非、進んでほしい。問 9 と矛盾していますが。
国民が安心して暮らせる社会をあらゆる方向から考えて政策を進めるのが国の責任と
思うのですが。方向が違っているように思います。経済、利益を最優先しているよう
に思える今の政治が「自分達は間違っている」と方向転換してほしいです。原発再起
動ではなく、
廃炉への道筋、技術を確立していってほしいです。これから先の子ども達の為にも。
チェルノブイリ、福島の原発事故を重く受け止め、脱原発を深く望む。事故が起きて
からは遅いと思う。（再稼働などもってのほか）
脱原発いつか実現すれば・・・
自然災害が多くなっています。福島視察報告を見て改めて原発の恐ろしさを思いまし
た。事故が起きても国は脱原発の方向へ行かない現実がある。福島の事実を知り、学
ぶことが大事だと思う
発電所の数少ないと思うが、それぞれの発電所で一日の発電量はどの程度ですか？一
つの発電所で何所帯分位まかなわれていますか？天候に左右される事なく安定的に全
部のまかないができていますか？太陽光パネルの一枚当たりの発電効率は？何年位最
高
出力保てますか？
とってもいいと思います
脱原発はすぐにえもするべきだと思うが、国が方針を変えない。もっと国に働きかけ
ることが大切だと思う
脱原発に向かっていかなければならないと思う（例：ドイツ）政府の方針を変える議
員を選ぶ
数年前「グリーンコープ縁をつむぐ会」メンバーとして福島へ行き、原発の恐ろしさ
を自分の目で見、聞き、肌で感じ脱原発への考えが一層強くなった
脱原発は重要なことだが、今、自分にできることはと問われるとまだ知識が十分いな
いので、これから積極的に、まず家族身近な人と話しをしたり、資料等で調べたりし
ていきたいと思う
原発がダメとは一概には言えないけど、事故が起きてはいけないと思う。甚大な被害
になるから。事故を防止、または害がない状態にはできないのならやめるべき１その
代わりとなる供給電力を十分に果たせるものが出来るのなら出資や切り替えは必要だ
と思う
結局のところ何ですか？と申したい。本当に人の為他人の為に考えていますか？貴方
達のためでしょ？確かに頑張っている人もいるでしょうが…
多少不便な暮らしをすることになったとしても原発をなくしたい
原発はなくしてほしい
脱原発は子供達の未来の為にも必要。九州で事故が起こったら福島と同じように分断
されると思う。どれだけ九州の土地や人が汚染されても首都圏に住む人たちは気にし
ないだろう。他人事のように思っていたら漬けを
ツケを払うことになる。
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なるべき電気が足りているのであれば再稼働にはあまり前向きではありません。日本
がこれ以上負の遺産をなこさないようにしていきたい。
脱原発は是非必要と思う。未来の為にも。
詳しいことはわかりませんが賛成です。
原子力発電の危険性はよく分かるがなかなか節電が出来ずに電気を使いっぱなしなの
で本当に原発がなくなっても大丈夫なのだろうかと不安です。世の中でも電化製品が
どんどん増えている。電気の使用量を減らさなくてはと思う。
脱原発には賛成だが、自分に出来ることと出来ないことがあると思う。
大賛成。自家発電。
脱原発に大賛成なんですが電気がないと不自由なのも実感しています。まだ方法がわ
からずにいます。
将来心配不安がたくさんあります。
福島のように自分の家があるのに帰還困難区域になりたくない。長崎広島原爆など核
の怖さがあるので脱原発で電気が補えれば良いが。
原子炉の安全な処理方法が早く開発、発見されるといい。すでにたくさんの原発を作
っているので。
良いことだと思う。協力はしたいが…。
原発はすぐにでも廃炉にしてほしい。
2020 年から託送料金に原発費用が含まれようとしているならば、完全な脱原発は不可
能なのでは…と思います。しかし、出来る限りの努力としてはぐりーンコープでんき
の考え方については正解だと思っています。
自然災害の多い日本では原発があるのはとても不安です。
大賛成です。何としても原発をとめたい！こんなにも自然の脅威にさらされ、事故の
経験もあるのに人命よりも経済優先の世の中（自民党？）には腹が立つ！
安定して電力が供給してくれるなら原発は 1 日も早く廃止してほしい。
いつ自然災害が起こるか分からないし、核のゴミは出続けるので自然エネルギーに国
が動いて変えていくべきだと思う。
身体に危険な原発を廃止していきたいと思います。
福島に友人がいます。山形に避難していましたがやっと家に帰ってきました。でも帰
ってきたのは友人たち老人夫婦で息子や孫たちはまだ怖いからと山形に残ったままで
す。こんな人がたくさんいるはずなのに原発の再稼働を認める政府、やらうとする企
業、本当に腹が
立ちます。この国から 1 日も早く原発がなくなることを祈ります。
自身が小学生の頃から危険だと分かっている原発を作り続ける大人に腹立っていまし
た。やっと原発でない電気を選べるようになったことはとてもすごいことです。
原発のゴミが出る限り処理できないのであれば、即、終わるべき。目先の事しか考え
ていない。
脱原発に協力したい。賛成です。
少々不自由はしても原発は止めるべき。
実現してほしいです。
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脱原発運動には賛同します。自然エネルギーへの転換も良いことだと思います。個人
として気を付けている点は節電や原発支持政党には投票しない等でしょうか。
必要と思うが勉強不足で現状がわからない。
原発に頼らない風力とか温泉熱の発電所が多く出来ることを望んでいます。
正直、福島の原発事故の時は怖いと思ったが現実味が無く真剣に考えていなかった
人間と共存不可能な原発は要りません。脱原発を叫ばれてもう何十年(チェルノブイリ
以降)も経ちましたが、少しずつ実現して行ってるのはいいと思う
賛成
脱原発には賛成ですが自分自身あまり節電していなくて電気の生活にどっぷりはまっ
ています
早く脱原発をするべき。他の方法も考えるべきだと思う。使用済み核燃料の処理もで
きないのに増え続けることに危機感がある
原発に未来はない。日本の様に災害が多い国の原発は危ない。原発に利権がある人た
ちが原子力で利を得る為に未来の事を考えないで原発を進めている
原発の事故が無ければ何の違和感も持っていなかった。もし福島に住んでいて被害に
あっていたとしたら呑気にしていられないでしょう。原発は危険。
原発による核のゴミが処理できずにたまる一方で将来的に処分できずに自然へ流され
ようとしていることを聞きました。そうなれば子供達やこれからの人の体に影響が出
てくると思います。
経済優先の国の制度が何とか変わらないだろうかと不安になる
原発事故によって失われる自然。私たちの普通の暮らしなど影響が大きすぎる
これからの将来孫たちが大きくなって・・・先の事を考えると第二の福島はどんなこ
とがあっても出してはいけないと思うので原発に頼らない日本にしていかないとと思
う
災害が起こるたびに、
「原発には問題ありません」というニュースを聞いて安心します。
原発のない国であってほしいと思います。子供達のために
原発には反対だが政府的には切り替えが進まない。自然エネルギーにして総電力が賄
えるのか自信が無い
現実的に原発に頼らないで暮らせることがたくさんの方にＰＲされそれが当たり前に
なると良いなと思いますが原発に関わる人たちもいらっしゃる訳でその方たちの保障
もきちんと考えて
脱原発に移行出来たらいいなと思いました。
脱原発は大事な事。他で代用できればそれが良い。自然・人間・動物に危害が無い方
法はないか
安くて安全な原子力発電という神話は事故から崩れ去ったはずだが政府が原発維持を
続けているために国民に広く認識されていないしかしこの先膨大な事故処理費用や廃
炉費用を税金や
電気代として負担させられ社会保障費は減らされて行くはずで経済格差は広がる。脱
原発を掲げる党が政権を担うときスムーズに政策転換が出来るよう地道に再生可能エ
ネルギーを主とした
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地産地消型に進めていくしかない
脱原発を勉強していかないといけないと思う
納得できるような資料を配布したらいい
脱原発の考え方には賛同しますがその後の処理対策まで考えないと話は進まないので
はないでしょうか？いきなり停止するだけで済まない事も含めて良い方法が確立され
ることを願います
政治家の方々が脱原発を支持しない限り変わらない。選挙でどんなに脱原発を支持す
る人を選んでも勝てない。将来を考えるとどうなる日本。でもやっぱり諦めずに声を
上げて脱原発の実現を！
電気を少しでも節約しようと思うが我慢する生活には戻れず、今年の夏の様な暑さだ
とクーラーをずっと付けないといけないような生活です。原発には頼らずと思ってい
ても電力は足りるのか心配です
脱原発になればいいと思うが料金が跳ね上がると聞くと家計に響くし事故があるとそ
れどころではないし。難しい。
いつの間にか原発は再稼働している。電力会社や国は国民が知らないように知らせな
いようにしている。
自然エネルギーが良いと思うがコストも気になる
原発に頼っていたら地震がいつ起きて事故が起こるか分からないので心配。原発が稼
働するときは事故があった時の為の逃げ道を確保するところからという話を聞く。そ
ういうこと自体危険な証拠だと思う
生活重視の人が多いので経済的なメリットを感じられるような反対運動をするべき
支部でも電気を大量に使っているので太陽光パネルを取り付けて自家発電できるとい
いと思う
この先大人になっていく子供達に分かりやすく原発の事を知らせることが出来たらと
思う。福島に行ってこられた方の話を直に聞かせてあげたい
国が率先して脱原発運動をしたらいいのに
原発に反対なので太陽光発電にしました。原発に反対しているグリーンコープなのに
ｂ4 の深夜電力を残すプランをどうしてすすめるですか？
原子力発電は反対。福島は事故で今も苦しんでいらっしゃる・・・国は早めのきめ細
かい対応をしてほしい
電気料金に再エネ賦課金等が含まれていうことを知らなかった
脱原発は賛同している。しかし国の大きな力で左右され国民の声が届かないことが腹
立たしい
自然エネルギーで賄えないのでしょうか？福島の事故の事があるのにいまだに稼働し
ていること原発を外国に輸出していることに疑問
原発事故が起こり取り返しのつかない願っても願っても事故の前には戻らないこの恐
ろしい現実を原発がある限り続く可能性があると思うとこれからの未来は
どうなるのかと不安そして恐ろしくなる。原発に頼らないで出来るエネルギーを考え
未来に繋げて欲しい
脱原発を推進する議員さんを支援する
220




























絶対安全と言うがそんなことはない！安全であればヨウ素材の配布避難訓練など必要
ないはずなのに矛盾している
声を大きくして言いたいことは原発事故が起こった場合「責任は電力会社が全部負う」
「国に頼らず市民の税金をアテにしない」このことを念書に取って下さい
グリーンコープの声が届くか不安
こんな狭いしかも地震だらけの国で原発だなんておかしい。原発は日本を滅ぼします
狭い国土に原発と隣り合わせに住民がいる日本ではもともと原発は無理だと思う。ま
た近年の地震や台風等の自然災害を考えると恐ろしい。未来を展望したエネルギー計
画を望む
原発に反対するわけではない。ただ政府の原発に対する姿勢や取り組みが全く信用な
らない。簡単に再稼働しないでほしい
原発停止により火力発電所がフル稼働していますがこれにより追加燃料費として年間
3.6 兆円もの国富が国外に流出している。燃料費がかさめば電気料金に跳ね返り家計負
担は増加
企業のコスト競争力は低下します。原発は日本の方がはるかに研究が進んでいてその
日本でさえ震災で被害を受けた。最先端の技術を持っている日本がさらに被害を防止
するために研究している
グリーンコープでんきに切り替えるのは家族の理解がないと無理だと思う。だから今
少しずつ原発の事やグリーンコープでんきのことを周りに話しています。知ってもら
う事。考えてもらう事を大事にしたい
ので時間はかかるかもしれないがやっていこうと思う。
自然エネルギーだけで可能なんでしょうか？
脱原発いろいろな問題があり難しいと思う。九州は太陽光発電が期待できるので九州
から脱原発できたら良いと思う。
プルトニウムはどうするのでしょうか？
本当に難しい問題でもあり長い闘いになると思う。
一度事故を起こせば福島第一原発のように計り知れない影響を及ぼす原発への依存か
ら一日でも早く脱し、自然エネルギーへの転換を計るべきである。そのためには国の
主導が不可欠であるが国のエネルギー政策は原発依存度が高いままであり、国は原発
事故の
実態に真正面からもっと真剣に取り組むべきである。
原発はない方がいいと思うが、完全になくすことは難しいと思う。
（よく分からないが
東電、大手電力会社など大きな組織や政治経済の問題が絡んでいるようで。
なくなることを望みますが、国の経済も考えつくと思います。国が２０年後には０基
にする目標がほしいです。
極力節電につとめています。脱原発にむろん賛成します。自然エネルギー発電だけで
生活するのが理想です。脱原発で今の社会生活が可能なのか明確に理解したいと思い
ます。
原発推進ではありませんが原発についての正しい教育がなされてないまま反対すれば
良いものでもありません。炉の型でも安全性は違うし、太陽光発電にもデメリットは
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あります。福島原発は地震ではなく津波による海水でやられました。ソーラーパネル
は地震では使い
ものにならないでしょう。北海道で実証されています。ほとんどの原発は地震による
安全性は確認できています。今回の北海道でも旧原発が動いていたら二次被害も少な
かったし、現状のままでは北海道民はこの冬は越せません。頑発のデメリットばかり
宣伝するのでは
なく原発アレルギーを主婦に植えつけるようなやり方では資金不足の解消を計ってい
るように見えます。将来的には脱原発が最良ですが、日本の現状を見て進むべきだと
思います。
無責任まもしれませんが世の中が脱原発が強くなっていけば我が家も変わるかもしり
ません。
まずは皆が正しい知識を持つことだと思う。事故が起きなければ原発は経済的で安全
な発電方法ではない。お金もかかるし、放射性廃棄物の処理も決まってない。大変リ
スクの高いやり方だということを常識として皆に持ってほしいと思う。
福島の事故を考えると反対です。日本は地震の国で心配です。使用済み燃料はたまっ
ていくだけです。原発事故周辺の人たちは大変な思いをされていると思うと心が痛み
ます。
これからの生活は脱原発でお願いします。福島の様にならない様に国民が一丸となっ
て安全な生活と脱原発を目指して頑張りましょう！未来の子供の為にも！
福島の汚染水原発廃炉、負担金等の問題について今、メディアも取り上げず、野党も
「争点」とする気もないのではと思える。もっと広く国民に知らせる方法はないので
しょうか？
将来的には原発を廃止すべきと考えますが、全廃後の供給が賄えるか疑問
大切な問題とは思いますが・・・
安定供給が問題
原発は心配事が多いので、脱することができれば安心
賛成
興味なし。原発は必要
いきなり脱原発より少しずつ変えていく
地震のときに怖いので原発にたよらない世界になればいいとは思う
今、福島の現状はあまり報道などもなく、知る機会がないが、子ども達の未来を考え
ると、脱原発を是非すすめていきたいという思いがある。そのためにもこのＧＣので
んきの取り組みが広がっていてくれたらいいなと思っている。
３・１１後政府が率先してやるべきと思うし、現政府は原発に限らず命や人権等を本
当に「ちっぽけなもの」としか考えてないと思います。将来、原爆を持つべきだとい
う議員（？）もいるみたいで、唯一の被爆国としてやるべきことがあるのに、といつ
も頭にきてます。国がベースを原発に、と決めているのもおかしいことで、これだけ
毎年たくさんの自然災害があるのに（自然災害とは限らない）再稼働が認められたり
して…何か起こった時「いやいや想定外でした」ではすまないと思います
政府の政策が原発推進なので、どんなに脱原発と言ってもかなわないのかもしれない
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が、何もしないとますます原発が増えると思う。脱原発運動が点から線からうねりを
あげなければますます政府の思うつぼになる。グリーンコープが大切にするのは人の
生命、政治家が大事なのはお金。
子々孫々の為には脱原発が絶対必要。１人の力は万人に力に通じるとは思うが、国の
政策を変えることがはたしてできるのだろうか？疑問
福島原発事故から数年たち脱原発の勢いが弱くなってきているように感じる。国民が
願っていても、国のリーダーの考えが変わらないと進まない問題。お金がかかる問題？
時間をかけた取り組みが必要。安全が大事！
グリーンコープの電気でもガス会社の電気も元の大手電力会社から買ってある現状で
脱原発は本当に願っているので、これからの世の中があんな事故が起こらないよう自
然エネルギーで賄えるようになってほしいと思います
日本の原発事故後、他の国が原発をとりやめているのに日本はそのままというのが残
念
賛成だが料金はどうなるのか高くならないのか心配な点があるため決断できない
原発はなくても電気量は足りていると聞いたことがある。なら、なぜ原発を再稼働す
るのか？
原発の最終処理まで完全に出来るようになると一つの電力だけでなく複数の所で作る
と良いと思う
二人とも高齢で今の所脱原発には賛成ですが具体的にはわかりません
理想ではあるが便利になりすぎた生活を今すぐ辞められるかと言うとそれはもう無理
な話だと思う。少しずつ減ればいいなとは思うが
脱原発については賛成ではあるが即実行は難しい状況。徐々に少なくしていくしかな
い。国民の一人一人が声を上げる所から
未来の子どもたちのことを考えると早くクリーンエネルギーに替える必要はあると思
う。グリーンコープの取り組みはいいと思う
脱原発に賛成です。チェルノブイリや日本での原発事故後にドイツや台湾が脱原発に
取り組んでいるのに日本は再稼働するなんておかしい
脱原発が良いのか悪いのか解からない。空気みたいなものでスイッチを入れると灯り
が着くのは誰もが当然と思い感謝したことがあるのだろうか？火力水力原子力どれが
あってもいいと思う。脱原発が正論とは思わない
自宅に太陽光発電機をつけている。脱原発に役に立っていると思う。
自然災害が起こる度に「原子力発電所に異常はみられません」とテレビのテロップを
見ます。そこまで危険な原発を続ける意味があるのでしょうか？使った後の処理場も
ままならないのに。絶対反対です
原発事故がまた起きたら責任は誰が取るのか解からないのに・・・政府は無責任な事
ばかり発言し信用できない
蓄電システムが重要である。システムの構築なしでは脱原発は進まない
原発の諸問題に対応する技術はない。研究レベルであり子どもの火遊びである
太陽光発電に対して大手電力会社が消極的姿勢であるし大手電力会社と太陽光の仕組
みがいまいち分からない。大手電力会社側からの一方的な通知ばかり
223

























福島の原発事故は事件性が疑われ物理学的なエネルギーが働いているのではないかと
思う
原発の設計図の重要な部分はアメリカが秘密にしているため事故が起きた時の対策等
が十分に検討されていないという話を読みました。原発を無理にでも再稼働するのは
アメリカからの圧力と思われるので政治的な運動が必要不可欠でしょう
原発を使用しないで生活が可能なのか？原発の害のみを主張されていると思う。今ま
でそして今の恩恵についても考えを致すべきではないでしょうか？パソコンも冷蔵庫
もＧＣ指定の工場も原発の電気で動いているのでは？
原発は仕方がないと思う
原発が無くなり電気代が上がりそう・・・災害で原発が騒がれているイメージだが災
害には負ける。原発で働いている方の再就職先は？「脱原発」と簡単に言えない。作
ったのは国民使うのも国民それでＯＫでは？発電所今あるのだから新たに造らなくて
も
地熱発電など頑張っても原発には到底及ばない
今の所脱原発は無理だと思う
多少電気代があがっても出来るだけ早く原発は無くす必要がある
福島の事故以来脱原発が一人歩きしている。自然エネルギー原発双方のメリット・デ
メリットを提示したうえでの議論がなされるべき。日本の様に災害が多い国で本当に
自然エネルギーだけで電気を賄っていけるのか現実に太陽光発電の弊害も出てきてい
る。そのコストは電気料金に上乗せして請求、消費者は跳ね上がるばかりの電気料金
を受け入れるしかない現実。福島の事故は電源喪失したために起こったことが最大の
原因だし今は２重３重の安全策がとられていることも冷静に受け止め一方だけがダメ
だという今の風潮は受け入れがたい思いがある。
国策として進めてほしい
名井にこしたことはないけれど、無責任になくせという気もない。なくした後の事は
他人、政府任せとはいかがなものか？（エネルギー問題、生活、廃炉、雇用等山積み
だと思う。）
絶対必要な運動だと思います。頑張って頂いて下さってる方々に頭が下がります。
目に見えない物なので万一の事故を考えると怖いので、原発に頼らなくても十分なエ
ネルギー（電気）が供給されるのなら原発には反対です。
未来のために必要な事であると思います。が、国を動かすのは簡単な事ではないでし
ょうが小さな声でも挙げていかなければ何もしないよりはいいと思います。他国を見
習うべき。
地震がある度に原発を心配している。
原発には絶対反対です。福島に学ばないで対処できないでいる。国全体が廃炉に向か
うべきなのに。（子どもたちに未来に負の遺産を残す。健康を害する。命も奪う。）
大切なことは分かっていますが知識不足なのが現実です。筑後地区で 9 月末にグリー
ンコープ主催のイベントに参加出来なかったので残念！以前、原発のことで悩んでい
た高齢者の方が自殺をしたというニュースを見ました。とても心が痛くなりました。
しかし、私自身、初めての育児中で色々なイベントに参加できる余裕がありません。
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脱原発が 1 番望ましいけど、今原発を作ってしまっているから利用するだけしなけれ
ばと思います。又、別に並行して安全な発電を開発するのはいいと思います。
今なお福島の人たちは苦しい生活をしてあるのにあちこちの原発が再稼働してしまう
のは一体どうしてと思ってしまう。
した方がよいと思う。いつ何時何が起こるか分からない事ばかりの世界になってきて
いるので。
福島の今を思うと原発は絶対反対。多くの命と終わりのない苦しい生活。自分達の力
だけではどうしようない現実。まず、決定する先に立つ人を信じて原発事業に賛成。
その結果はあまりにも悲しい。
是非実現したい。今、太陽光や風力等自然エネルギーの活用が行われているが、既存
の電力会社との関係が複雑（私にとっては）でわかりにくい。原発は今の日本ではど
こでも事故が起こる状況なので未来のこどもたちのためになくしたい。
2000 年に新築しましたが「原発反対」の強い思いがあり、その頃は太陽発電は価格も
高く発電力も今ほどなかったと思いますが屋根一杯に取りつけました。自分たちが使
う電気は自家で作りたかったからです。
脱原発は未来の為理解できるがＧＣでんきに切り替えるのは難しい状況。現在。
原発に代わるものが必要で、自然エネルギーだけの電力は限りがあるのでは。
全く賛成です。原発は絶対辞めて欲しい。
福島の状況等を組合員以外にも発信できる場があればと思う。グリーンコープでんき
に変えても大手電力会社と料金的にも差がないことを（決して高くならない）伝える。
全国どこでも原発は近くにあるので原発事故は他人事ではない。明日は我が身と思っ
ている。
福島の様な事になるのを思うと脱原発を考える必要はあると思います。原発廃炉に 100
年かかると言われてます。それを考えるとやっぱり脱が必要だと考えます。
脱原発が出来ればこの上ない事と思います。現時点では家庭用だけでは何とかなりま
しょうが、世界との競争社会の中で企業用の電気は足りないと思います。誰が害のな
い安全な発電所を作れるまでは必要だと思います。電力会社もみんな努力しています。
今は原発は必要だと思います。必要悪。
現状では 100％なくすことはできないと考えます。
日本は資源がない。今はまだ安定した代替のエネルギーが無いので原発は必要と思う。
発電所の近くに住まれている方の不安を考えるとなくすべきだとは思います。他国で
も原子力にほぼ頼らず、電力を賄っている所もあります。日本がそうなるには国がま
ず、脱原発に傾くべき。原発に頼りすぎ。
徐々に原発から脱却すればよいのでは。
脱原発は大賛成だが営利目的の様な気もする。
原発はなくて電力が賄えるなら良い。
新たな原発を作らせない。
自然エネルギーが良いと思う。核燃料のゴミの捨て場がない。人類にとって未来の負
の遺産となり大変だ。
原発事故の後始末にどれだけの年月と費用がいるのかと思うと原発は不要だと思いま
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す。
これだけの被害が出たのに脱原発に踏み込めない日本、人の命を軽く見ている政治が
腹ただしい。加えて自分に立ち返れば勉強不足、これからは勉強会等にも参加したい。
常々原発は要らないと考えています。
孫たちの事を考えれば脱原発は賛成です。しかし、私個人としては理想に近い考え方
にはついて行けません。

問１１脱原発を実現するため「グリーンコープでんき」の利用者をふやしたいと思います
どうすれば「グリーンコープでんき」の利用者が増えるでしょうか?
























かなり厳しいと思う
活動組合員の学習が必要
視察の報告会をもっと地域組合員に
自然エネルギーはそもそも修理や廃棄する時はどうやってするのかそこのところを長
いスパンで考えて計画立案しているのか？地球にこれ以上負担をかけてほしくない
知ってもらう
料金問題だと思う。安くなれば助かるので検討する家庭が多くなるのでは？
手続きが面倒くさそうとかグリーンコープをやめた時はどうなるの？支払い先が色々
になって面倒くさいという話しを聞く。簡単にできる方法を教えてもらえれば増える
のでは
料金の比較表やメリット・デメリットの表示など目ですぐわかる方法にて知らせる（長
い文章にての説明は分かりづらい）
グリーンコープ利用者全員が賛同すれば絶対できると思う
利用者のメリット・デメリットを分かりやすく説明する
今の使用料金と変わらないか、もっと安ければ増えると思う
災害が起こった時、大手電力会社のように復旧できるのか不安
ＣＭ。細々とやっていてもなかなか周知されにくいと思う。ＣＭだと信頼されやすい
し、利用者が増えれば自分も検討するという人も多いと思う。少数派になるにはかな
り勇気が必要
ピーンとこない
料金がよく分からない
今までより上がる様では困る
まず従量電灯Ｂ・Ｃのご家庭への普及。現在オール電化でガス代が無い分、トータル
で安くなるのかな？と思っていたが従電Ｂとガス代を払っていた時と何も変わらない。
オール電化ってそんなに何もお得じゃないと実感した。自分だけかもだが…
認知度がもっと国レベルで上がらなければなかなか難しいと思う
現在の料金より安くなる。将来的にも値上がりすることがないという保障。災害時の
復旧優先度で差別化されるのではという不安
一番良いのはお得感を出すこと。シェアなどからいけば難しいのでしょうか…？後は
少し高くても将来に向けては大切なこと。そこを押すことしか思い浮かばない。もう
すでに取り組まれていますね。
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分からない
１人１人が脱原発の意識をもっと持ちたいと思う。外国でも脱原発が増えているので
もっと国民みんなで考えていき色んな方面に言葉を発していきたい
宣伝しかない
安定して供給できる会社だということ。全く原発の電気を使っていないことを知って
もらう
グリーンコープに入ってなくても契約できる。いつでも切替できるなど契約しやすく
するシステムを作る
料金を安くする
解り易い説明や宣伝を地道に続ける
コープの会員を増やす方向が大切
毎回の注文書でいくら出資とかでも気楽にできるかと思う。それと出資しても「もし
かしたら将来返ってこないんじゃ…」という不安（年金みたいに）もある。通帳みた
いにいつでも引き出せる安心感があればもっと増資してもと考えるかも
オール電化の設置プランなど
紹介手数料のシステムの確立
信頼度を高くしていくことが必要
原発が「クリーンで安全、コストも安い」という政府、電力会社のウソをまだ信じて
いる人たちに、実はいかに危険で莫大な費用がかかり一旦事故を起こせば何万年先ま
で収拾できず、人間の手に負えないモノであることを知ってもらい、原発を
一刻も早く止めて自然エネルギーに変えてほしい
分からない
絶対停電をさせない事と使用料金安いこと
SNS やＹｏｕＴｕｂｅで訴えたら良いと思う（過去に実施されていたらすみません）
これからの見通しや計画、料金プランの具体的な提示がもっと必要
もっとＰＲすること。
「福島の今」は深く掘り下げた内容で一般の人はまだ知らない人
が多いと思う
小学校や中学校で講演
知らない事が多すぎるので多くの人に知らせる
利用料を安くする
利用方法を分かりやすく宣伝する
今回のアンケートで初めて知ることが多く、この現実やグリーンコープでんきのこと
を広く知ってもらうと利用者が増えると思う。利用者が増えてきたら自身も変更した
いと思う
周知。コストの安定。明確な利用料金の明示
食べものと同じように将来に対して取り組んでいく必要性を訴え続けていく事だと思
う
私自身も介護施設で働いている。グリーンコープの中に寄付金があるが、それも疑問
に思う。引かれているのは…（するしないは自由にできませんか）うちの施設もお金
がないので何も買えない。うちの施設に寄付してもらいたいと思う
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料金が高すぎない
安定した供給ができることを証明し宣伝する
まずはグリーンコープ利用者から
出資金を下げてより多くの方々から集金し、大手電力会社等の料金より安くなれば…
と思います。
分かりません！
送電線使用料が安くなればいいけど、政権が変わればいいかなと。脱原発の政権を支
持。
知名度。
どのくらいの電力をまかなえるのですか？
多くの人に知ってもらうため広告何度でも取り上げる。
原発等大変危険な事がないことはとても良いとは思いますがあまり私は知りません。
もっと宣伝したらどうでしょうか？この年になっていろいろ手続き等大変です。
今からの世代を生きていく人々にがんばってほしいです。
生協を利用している人に丁寧にわかりやすく説明すれば理解者が増えるのでは？金額
が増えるのでは？との思いがあるのでは？
グリーンコープでんきについて知らない人が多いと思うので、もう少しいろいろな方
法でお知らせしたらいいのでは…
結局福島の原発事故は、他県に住み何の被害も受けてない人から見たら、対岸の火事
みたいに思っている人も沢山いると思います。その人たちに他人ごとではないと理解
させることが大事なんでしょうね。
周りの人たちに話す。でもやれてません。すみません。
会員が増えればいいと思います。
今の福島の現状、電気料金の仕組みなど知らない！知らされていないことがたくさん
ある。これを一人でも多くの人に知ってもらい、賛同してもらうこと。
料金を他の所より安くすれば増えます。
このアンケートはとても分かりやすかったです。アンケートを取ることでサンプルも
らえるとかみんなに読んで答えてもらう。
グリーンコープの発電所でまかなえますか？
原発もそうですが、施設設備を作ってしまうと利益をあげなければならなくなり利用
者を増やすことに力を注ぐようになるのでは？
結局切り替えという手間がかかるのでその点をいかに簡略化できるかがカギ。
やはり電気料金が安くなる状況であれば増えるのではないでしょうか？
難問です。
料金が安くなる。
起業時に契約する。
「グリーンコープでんき」があることを宣伝する。
安さ。どんなに使っても月 5 千円とか…
メディア利用、ＳＮＳ利用。
単価ではないでしょうか？何かすごいメリットがあるとか？食品が何％ＯＦＦとか？
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今の電気料金と大きな差がなければ増えると思います。又、大手電力会社等今使用し
ている電気会社からの切り替えが手間がかからなければ。
このようなアンケートが無いとわからないことばかりでした。もっともっとこのよう
な現状を知らせるべきだと実感しました。早速朝礼で社員に伝えました。
この情報をもっと知らせていく必要があるかもしれません。
安定供給が可能な事。現在の電気の契約から変更する手続きについて具体的に示して
頂くこと。（私にとっての課題ですが）
手続きが面倒でない事。少しでもコストが安いこと。
脱頑発→原発のない社会→「グリーンコープでんき」は原発フリーを目指す電気→で
はどういう風な電気があるか？そういう簡単なことをもう少し掘り下げて説明した方
がよくないか？
太陽電気や自然エネルギーを安定し増やしていくこと。
大きな所での説明会及びメディアでの周知は必須と思います。
夜間電力も安くなれば良い。
個々の意識が高まらないと…。関心が向くように。難しいですね。
家族で話し合うことから始めて周りの人に伝えていけばいいと思います。
福島の実態を知ってもらう事。
グリーンコープの利用者を増やす。ネット、テレビ、ＣＭ．
正直今日見ただけではよくわからず、電気料金の仕組みなどもっと個人がわからなけ
ればいけないと思う。私も少し考えて知識を増やさなければわからないのでそういう
場や文面にしたものがもっと必要だと思う
メリットを分かりやすく伝えていただいたら良いと思います。
ＰＲすることです。
発電所の視察できますか？
色んな不安が消えれば増えるのではないでしょうか？
手続きの簡素化。親子家族で考える場があればいい。福島の現状を伝える。
こうやって知らせてもらえると皆さん考えられると思います。
システムを分かりやすく勉強する機会が増える。
伝え続けることが 1 番。出資が増えて発電所を増やしていくこと。
自分も含め原発の怖さを知る。チェルノブイリの時より事故後の対応が遅いことを知
る。そもそも放射能とは何か、まず全てを知ることだと思います。
そう決めた自分が幸せで楽しくていきいきとしていたらみんな自然と集まってくるの
ではないかな。それを選ばない人も自分と同じ生き物だと認めることも自然にできれ
ばもっと伝わると思います。
分からない。
会員だけではなく広く多くの方への情報を公開し宣伝するのも一つの方法ではない
か？今は情報の時代です。TV で報道されただけで流れが大きく変わる力があると思い
ます。
自然エネルギーだけで日本の電力が補える根拠を示すことや、自然エネルギーの維持
費（パネル更新）についても十分な説明をすることが大切。
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電気代の金額の差→公表がほしい。
知ってもらう事から安全な方向を選べるようにしてもらうのが大事だと思います。
雑誌、TV、ラジオ、メディアを利用するしかないような気がします。
既に切り替えた人のコメントを載せる。
（切り替えて何か不具合なことがあるのでは？
と思っている人が多い）
グリーンコープに切り替えた後、何らかの事故で供給できなかった場合はどうするん
ですか？季時別電灯契約の為、料金が高くなる。
良い点だけでなく不都合が起きた時の情報と解決が提示され安心出来れば利用に踏み
込めると思います。
「グリーンコープでんき」を利用している人の声をたくさん掲示する。視察交流を続
けて報告を人々に伝える。
情報の伝え方が大切。知ることが大事なので。
ややこしい手続きなどがなく大手電力会社よりも安心安全であることを宣伝する。
TV コマーシャル
原発に対しての意識を変える
グリーンコープでんきでどれだけの件数がまかなわれていますか？余剰電力がありま
すか？自然エネルギー発電率が少ない時はどうしていますか？蓄電設備はあります
か？
太陽光発電です
深夜電力プラン
原発がどれだけ害を及ぼしているかを分かってもらいグリーンコープでは自然エネル
ギーの発電所を作って利用できるようになると教えたらいいのでは
今回のアンケートは分かりやすくシミュレーションは有効かと思う
組合員へのアピールがもっと必要
電気料が安い、安全など、キャッチコピーや宣伝すると良い
そもそもグリーンコープでんきの仕組みが分からないので、何とも言えないが…利用
料金や出資のメリット。切り替えても料金が安くならないなら切り替えられない。出
資しても何も返ってこないなら出資にならない。他者と差をつけるメリットが欲しい
誰かの利益のために、私達が犠牲になるのはうんざり
料金設定の再考…料金が同じ位になれば利用者が増えると思う
切り替え案内…申込みが簡単にできることを言葉でも伝えたらどうか？
現状を伝える…今の福島や国の動きなどを伝え続ける
季時別電灯のような仕組みを作って利用料金を安くしてほしい。
今回のアンケートのように誰にでもわかりやすい説明があると自分の家を切り替えが
できるのだと分かる方もいるし、利用普及も増えると思います。
オール電化の人でも電気料が変わらないといいのですが。
原発って難しいですよね。理解できているか不安なところがあります。分かりやすく
説明してメリットデメリットなど含めてもらえるとありがたいです。
ポスティング。一般の方々にも。
今みやまでんきです。大手電力会社よりはましと思ってます。
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ある期間に実際に使ってみるといいと思いますが！
情報発信。
あちこちで利点を宣伝。大きな企業への勧誘。TV の CM 利用。オール電化で出資できる
経済的なゆとりのある方々。
自分の住む時に発電所があれば違うのかもしれません。
子どものころからの教育、草の根運動。政治活動。
説明を繰り返す。1 回聞いただけでは理解できないかも。脱原発の意味等。
メリットデメリットの正確な情報を利用者以外も知らせる取り組み。
おいしいい水や特産物等の特典を付けたらいいのでは…？
グリーンコープの発電所のしくみと電気料金などのメリットもデメリットもきちんと
発信してほしい。
知らない事が多いので周知が必要かと思います。又、費用の面、停電等の時どうなる
のか等。
詳しい説明書。わかりやすい DVD。テレビ CM などがあったらいいかな？と思います。
脱原発の知識不足の為正しい情報を発信してほしい。
発電所を増やす。
費用が少しでも安くなれば利用者は増えると思いますが、なかなか難しい問題である
と思います。
採算性が取れて将来にわたって OK という保障があれば増えると思う。
いろんな形で宣伝をするしかないのではありませんか。
日中の電気料金を原発の電力とは反対に安くするというのは難しいでしょうか…。収
支が合えばですが。夜間を高く、日中を安く等のプランがあるといいのでは。自然エ
ネルギー(主に太陽光）の多い時間帯とか
CM,安さを売りにする。
知ることからスタート。広報。
私も今回初めて知ったので、もう少し広く知らせていった方が良い。（メディア等）
託送料金のしくみをもっと沢山の人に知ってもらえるようにするといいと思う。
脱原発を掲げる他の団体との連携で脱原発を大きな国民的運動に持っていくことで、
大手電力会社が廃炉をめざさなければならないような世の中を目指すことで目的(脱
原発)が達成されるのでは…。
知らない人が多いと思います。情報を流したら…と思います。普及が進めば関心を持
つ人が増えるかな。特に子育て世代に声掛けしていくといいと思います。
自宅は大丈夫かも。お店持っていて動力が高いです。
グリーンコープ会員でも知りませんでした。もっと知ってもらうため CM か会員で口コ
ミで広げる、呼びかける。
電気料金を現状維持、又は少額 UP に抑えることができるなら利用者が増えるのではな
いかと思います。
説明の場やチラシで案内してみるなど
安価になればＧＯＯＤ
もっと広報を
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太陽光をつけてオール電化にして電化でナイトシステムでやっと光熱費がかからなく
なりほっとしています。まだグリーンコープでんきにする気には正直なりません
脱原発の為に行っている事業である事を配送車に書いて市民に呼びかける。グーグル
とかヤフーに出資と宣伝を頼む
切り替えが面倒だと思う人が多い。もっと詳しく簡単に解かればいいのかな
常識をまず疑い自分で良いと思うものを選び考えることでしょう。地道な事だと思う
が今の在り方に疑問を感じ始めている人はいると思います
電気料金が安くなれば増えると思う。原発に頼っていることを解かったうえで今後の
問題を多くの人が知ることだと思う
手続き方法の説明を。大手電力会社への連絡など
現時点での具体的（数値化）なチラシを作ってほしい
ＣＭでグリーンコープを目にする機会が増えました。それもまた費用が掛かると思う
がメディアを通したりイベントを通じて伝えていくと様々な方にお知らせ出来ていい
と思う
他社の太陽光など信用出来ないところもあるようなので正しい情報を伝えて下さると
身近なこととして考える方も増えるのではと期待します
もう少し宣伝が必要だし仕組みの説明も必要
知名度を上げる
どうして脱原発じゃないといけないのかということが理解されていないとグリーンコ
ープでんきに替えるという動機に繋がらない
宣伝力と思うが学校での授業として入れ込み情報を提供しなければ認識度や関心度は
上がらないと思う
脱原発に向け廃炉費用やその後の処理方法が安全であるという確約と国民には一切そ
の分の費用が掛かってこないのであればみな安心してグリーンコープでんきを使うと
思います
関心を持つような情報をもっと出すと良いと思う。メディアではどうですか？
原発のリスクを知らせる
組合員を増やす
国が動いて国民の意識を変えるしかない
何も思わない人は思わないので気長にお知らせしていくしかない。料金がクレジット
一括出来ればいいと思う
長くサービスを利用者にしていけるのか？電気の不足がないように出来るのか？
安定性のアピール
現地の状況そして住民の声を取り上げ脱原発を理解してもらうそして料金面をご案内
する
このアンケートで知らなかったことが知らされました。このように解かりやすく取り
組み若いお母さん方の勉強会をして若い方から親世代に説明し協力を頼み小さな力が
広がって安心して生きていく環境作りが出来ると思う。政治家は大企業を大切にして
いる
わかりやすいパンフレット電気料金の最安値 24 時間の変動料金体勢を無くす
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福島の現状が報道されることが少ないので良く知らない人が多いと思う。現状を知れ
ば加入者が増えるのでは？ＧＣで現状を知らせる活動をしたらいい
クリーンなエネルギーを使っているのだという実感できるようなものがあったらいい
のにと思う
視察報告を見て胸が痛みました。広報活動の継続と関心がある人への詳細な説明
原発の実際を知ってもらう事が一番。原発を続けるとどうなるのか、事故の影響、放
射線の恐ろしさ等原発を無くしたいと思える正しい情報を伝えていく
グリーンコープでんきの利点を声高に言うのみですね
私もクリーンコープでんきがある事を知りませんでしたので、もっと多くの方に脱原
発の重要性を訴えていくとともにグリーンコープでんきもあることを知ってもらう。
もっとグリーンコープでんきに切り替えたひとたちの意見や感想などを伝える。
原発の恐ろしさをもっともっと前面に押し出し周知を計る事。ドイツのように原発事
故の実態を真剣に受け止め国のエネルギー政策を脱原発に転換している実情を詳しく
知らせるべき。
１人１人の脱原発の意識が高まらなければいけないと思う。
私もそうですが思い込んでいる事と変えることに不安を感じるのではないでしょう
か？電力会社は選ぶことが当たり前になると利点をアピールして増えると思います。
オール電化住宅のための料金コースを作る。宣伝するし、
（できればＴＶで）旦那さん
の反対で出来ないという人が多いので、メディアで名前を聞けば旦那さんの理解が得
やすいのかなと。（妻の話しは聞かないけど、他からなら聞くという人が多そう。）
メディア（特に情報番組」）を利用。原発の問題点をハッキリ伝え、クリーンエネルギ
ーの開発をアピールする
脱原発をしたいと思わないので分からない
メリットを色々な媒体でＰＲ
従来の電気代と同等かそれ以下の電気代の負担であれば利用者も増えるのでは
ネット社会なので、インスタやツイッター、フェイスブックはどうでしょうか
世の中の人が原発について考えようとしないと
分かりやすい言葉、専門用語などを使用せず、誰にでもよく分かり、面倒な言葉など
除く
利用者全員が理解してグリーンコープでんきに切り替え利用すれば少しは役に立つだ
ろうけど
電気料金が変わらないようになればグリーンコープでんきを利用したい
料金を見やすく。利用するための初期費用をもっと見えるように広告したらいいので
は
風化されつつある現状があるので、こういったアンケート等で周知する運動をするこ
とで広めることができるのはないかと思う
一般の人だったら料金が少しでも安く、と考えると思う。私の場合「安く」より「原
発は嫌だ」と思い、変更することにした。良く分からないですがネットやＳＮＳなど
利用する方法はどうなのでしょうか？私は使わないので（ネット、ＳＮＳ等）分かり
ませんが。
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季時別と同じようになればいいのかと思う
こつこつと活動していきましょう
まずは身内（ワーカー、職員、委員さん）から入る
まず、職員の方々が背中を見せて頂きたい
これからの若い方へのアピールが大切では。特に子どもの時から
活動組合員として でんき
脱原発
福島の現状 など様々な学習会に参加し理解
することができています。知れば知るほど脱原発への思いが大きくなってきます。１
人でもそんな組合員が増えてくれるよう組合員と話す機会がある度に伝えていかなく
ては…と思います
認知度が低いのが問題なのかもしれません。後、お年寄りや興味のない人は現王維持
になるでしょう。グリーンコープ会員でなくてもはいれるのかはっきり伝えて手続き
が簡単なアピールをしてみると電力会社の切り替えのイメージがもっとわくと思いま
す
料金の安定が見通せないので不安
グリーンコープでんきがたりなくなったり使えなくなったりしないか？今までと変わ
ることが何となく不安
頑張っても変わらないのではないか
たくさんの人に直接聞いてもらう
若い人たちを中心に原発の恐ろしさを広めることからだと思う。時間をかけて原発の
事故による損害・廃炉費用に税金を使うことを国民に説明もせずあたかも原発がコス
トが安いように国民を欺いてる点。また利益のみを今の電力会社が得ていること。今
の電力会社を優遇しすぎている
未来を考えると子どもたちに放射能の被爆の心配をかけてはならない。狭い国土を放
射能でさらに狭くしてはならない
送電線使用量制を早く撤廃するようにする。必要であれば署名運動。原発を使わない
で今の電気料金に近づけること。同じになれば誰もが利用するようになると思う
時代が進めばその時が来ると思う
太陽光発電以外の発電を求む
これまでにない心から信頼できるようなエネルギーを開発してほしい
自然エネルギーがたくさん取り入れられる仕組みをすすめてほしい。
実際にグリーンコープでんきを利用している方たちの声を聞きたい。どの位の世帯者
数が利用しているのか解からないのでそのような資料が欲しい
メディアを利用して脱原発を推進している著名人にテレビに出て語ってもらう
政治を動かす。もっとアピールする
脱原発を思っている人がどれくらい出資をすれば可能なのかといった計画を示してほ
しい
大手電力会社となんら変わらないということを知ってもらう。原発がいかに恐ろしい
かを知ってもらう。決して他人ごとではないということを常に発信し続ける
色んな電気プランを作る
エネルギー問題全般的に低迷しているように思う。スピード感が失われているので難
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しい
議員の選挙の時に問４のことをもと訴えるべきだと思う。政治をどうやって動かすの
が一番でしょう
そもそも脱原発＝グリーンコープでんきという書き方に違和感を覚えるので、切り離
して周知していく方が良いのではないか？
私同様良く理解できてない方がまだいらっしゃるかもしれませんので、学習しないと
いけないと思います。
今回の北海道の地震の様に停電が長くなれば私たちの生活に大きく影響を受けるので、
もう少し各家庭の自家発電が身近なものになればと思います。
料金設定の見直し。ポイント給付。
電気料金の差がはっきりわかり、高くても自然にやさしいことが分かる事。
知識不足なのでわかりません。
もっとわかりやすい説明切り替えする手続きが面倒くさいイメージがある。
「福島の今」を伝え、決して他人事ではないことを伝えていく。
原発が良いと思っている人はあまりいないと思うが、利用するハードルが高いのでは
ないでしょうか？
料金を他の所よりも安く提供出来たら増える。
何かあった時は従来通りの所がよさそう！
地区で誰か（区長さん？）まとめられてなら入りやすい。
電気料金が安い事。できなければ加入者にグリーンコープ商品の割引をする。料金は
高くなるが将来的なメリットをアピールする等。
グリーンコープでんきに変更しても電力会社が太陽光発電が多すぎると買い取りスト
ップするといいます。どうしても原発を動かす、そんな国の政策を変えさせて原発を
全部廃炉に出来ないでしょうか？
今以上に活動組合員、職員、ワーカーズ、生の声で伝えていくことが大事かな。取り
組みに参加出来ない人が多いので大変かと思う。
TV コマーシをする。
自然エネルギーは安定して供給できない。安定して供給できる新エネルギーが必要だ
と思います。
グリーンコープの組合員全員が脱原発に積極的なのでしょうか？ねばならないという
考え方はきらいです。
文章だと分かりづらいので料金を含めグリーンコープでんきの説明を口頭で広めてい
った方が良いのでは？
しくみや電気料金について脱原発の意味についてもっと知ることが出来るようにした
らと思います。
勉強会を増やす。

大牟田支部
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問９「グリーンコープでんき」に切り替えたくても出来ないと思う理由があれば、お書き
ください。













グリーンコープでんきが永久的に存続するのか？
切り替え手続きが面倒
深夜電力等を利用した現在の価格に納得しているのでさらに安くなるとは思えないか
ら
近くに自然エネルギー発電所ができている。他社との比較も参考にしたい。
結局高いイメージがある。
現状のままが簡単でよい。原発は反対だが詳しい仕組みがわからない。
利用者が増えて安定した印象を受けるといい。なんでも変えるというのに時間がかか
る性格なので時々情報があると深く考えるかもしれない。
オール電化なので 5〜6 千円電気代があがるのはちょっといたいです。
今年は厳寒、酷暑、大型台風、大雨、地震などの災害が起きました。幸い大牟田市は
大きな災害はありませんでしたが、他人事ではありません。いつ起きても不思議では
ありません。その時停電になったら…とつい考えてしまいます。そのためになかなか
切替の決心がつきません。
社宅として借りているので。
賃貸住宅に住んでいるので。

問１０脱原発についてご意見があればお願いします。













福島の原発事故から多くの教訓を学びました。原発は恐ろしく脱原発に賛成です。国
としての動きに期待します。
帰還困難区域があること事体が安全でない証拠。脱原発に賛成。 安全だ と言い張る
人はそこに行って住んでみたらと言いたい。
福島は 3 年前の夏に行きました。原発のすぐそばまで。以来、少しでも電気を浪費し
ないようにしたいと考え、コンセントを抜くとかダラダラ TV を見ないとかできること
をやっています。
原発がすべて止まっても電気が足りていた。すぐにでも脱原発は可能と思われる。
原子力は人類の手におえないことは明白なことです。なぜ進められるのか。原発工事
により人類へのダメージより莫大な利益を手に入れる一部の人が権力でしているから
です。
脱原発をとなえる政治家が少ないのが残念！この世の利害関係は深いのです。忖度で
ある面成り立っているのかな？！
原発は人類と共存できないと思います。台湾等も福島の事故を教訓に原発廃止を進め
ているのに、日本の安倍首相は反対に外国に売り込もうとしている。おかしいと思い
ます。風力、水力を可能な限り利用し省エネを実施して電力をまかなえるようにしな
ければと思います。
原発建設当初から原発の反対運動に参加してきた。事故が発生し、廃炉処理にも時間
と費用がかかり使用済み燃料の処理も未定。まだ続けるのか不安。
自然エネルギーでんきの事業者に対し、出力制限したが、その前にできることを考え
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ていってほしい。そのためには連帯して圧倒的な力にしていかないといけないと思い
ます。
脱原発すべきだと皆がそう思っているのになぜ実現しないのか不思議。311 の直後はそ
ういう世論が多かったと。今も多いと思うけど。
企業、工場も含め全人口が使う電力を原発に代わるエネルギー源があるのか？原発を
良しとするのではないのですが具体的な展望が分からなければ判断のしようがありま
せん。
脱原発は賛成しますが、メガソーラーの問題点も多々あり、今回のアンケートで全く
触れられていないのはとても残念です。国民には真実を知らせるべき。メガソーラー
の耐用年数→最後は産業廃棄物となり、環境破壊につながること、森林をけずりすぎ
たら結果土砂災害が増えた事。台風でソーラーパネルが飛ばされた映像すら流れない。
原発があることにより、補助金がきたり、さまざまな施設ができたりすると TV でみた
ことがあります。また、原発で働いていらっしゃる方もいます。そういうことを考え
ると脱原発って難しいのかなと思うことがあります。しかし一度おこると恐ろしい事
故へとつながってします。決して許されないことです。
事故や廃棄物の処理問題やら課題が山積みの中、政府が認めて古い施設などどんどん
再稼働し動かしているその仕組みが不思議でならないですね。
今回の視察報告は忘れかけてたものを思い出させてくれました。今も苦しんでいる被
災者の方を思うと、やはり心が痛みます。時間のかかることではありますが、今の状
態を知ること、理解し、忘れず、繰り返さないと認識することが大事かなと思います。
急激には変わらなくても世の中の流れは脱原発に向かうのではないかと思います。声
を上げていくこと、続けていくことが大事なのでこれからもがんばってほしいし、一
緒にやっていきたいです。
災害大国の日本に住む私は原発に対する不安はいつもつきまといます。特に福島やチ
ェルノブイリの被害を目にすると他人事ではありません。ではどうすれば…。それに
は消費者の理解が必要です。
電力のコスト高になること。環境問題の改善に代償がともなうこと等すべて消費者の
意志が第一だと思います。そのために必要なのは消費者教育です。その方法について
は小学生など低年齢からの消費者教育をするべきです。
東北地震の時、千葉県に住んでおり地震の怖さは今でも鮮明です。何度もある余震、
その後の不気味な発電所の様子、何もできない自分がもどかしく感じました。
脱原発についての専門家の方々の情報を広く大牟田など各地域でも聞きたいと思いま
す。組合員の人たちの意識が高くなるとグリーンコープでんきの利用にもつながると
思います。
最終的には米国と日本の政官財の勢力と戦う覚悟が国民一人一人にあるかどうか？
未来にクリーンな電気を！子どもたちにゴミを残さないで！
原発はだめだと話しあっていてもちゃんとした知識がないので自分自身勉強しないと
いけないと思っています。
福島の今を読んで、知らない、考えていないということの非情さを感じております。
自分の暮らしの中でできること、きちんと考えたいと思います。
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問１１脱原発を実現するため「グリーンコープでんき」の利用者をふやしたいと思います。
どうすれば「グリーンコープでんき」の利用者が増えるでしょうか?






















身近な所に作る。
オール電化や時間帯割引があったら利用者が増えると思う。
原発の危険を平易に組合員に知らせてほしい。
1 に宣伝、2 に宣伝ではないでしょうか？宣伝がないと知る手立てがありません。
政治を変える事。
原発で誰が一番得をしているのか・原発事故の恐ろしさ・原発なしでも十分生活でき
る事をアピールしていく。
メリットだけでなく、デメリットも知ったうえで検討する人が多いと思う。
切替、再開が容易なことをもっと伝える。世帯主の方にも知ってもらう。
グリーンコープでんきの利用者を増やすことが直に脱原発実現に結び付くかは疑問。
すでに太陽光発電はたくさんあるのに脱原発となっていない。
具体的に代替エネルギー源の種類やそのために必要な経費、数字等についての細かな
説明がないので判断のしようがない。
原発だけでなく自然エネルギーのリスクも論じるべきです。一方的な事ばかり訴えて
も聞く耳は持てません。一から十まで原発を悪者にしているが、今までさんざんお世
話になっているのでは？並行して地熱発電やバイオマスなどの議論をやるべき。
電気の仕組みや、料金の中に原発に関係する費用が含まれていることをもっと知って
もらえればもっと多くの人の利用を増やす事ができると思います。
簡単に仕組みを啓もうする。
電気が充分足りて、リーズナブルになるといいのかなぁ。
オール電化に対応したプラン、何かしらのメリットが欲しい。
地道に理解と賛同する人を増やす事ではないでしょうか。
問題の根源は米国と日本の原発関係の勢力が強い。安保条約を廃棄するだけの国民一
人一人の意識がつよくなるまでは無理。
わかりやすい数値を表に出す。
いろいろな集まりの際にグリーンコープでんきの紹介をする。
頭でなく良心に響く訴えができたら動く人が増えるかもしれないと思いました。福島
視察報告書は心に届くものでしたが、時間や心にゆとりがないと、普段、読まないま
まになっており申し訳ないです。
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