
原発は増え続け、

事故も止められなかった
原発って怖いっ！

子ども達の未来のためになくしていこう！

1986年

原発をなくしたいって

いう願いは、

叶わなかったんだ

2011年　福島の原発事故福島の原発事故
チェルノブイリ原発事故チェルノブイリ原発事故

どうしたらいい？どうしたらいい？

学習会・署名

・抗議活動…

いろいろやってきた

んだけどね…

自分たちの使う

電気を自分たちで

作りたい！！

ご協力

お願いします

グリーンコープの名前の由来は
　ナチュラル＝人の手が加わっていない全くの自然

　グリーン＝自然の力、恩恵を人が利用したり、少し人が手を加えた自然

そこから、「自然と人との共生」を掲げ「グリーンコープ」という名前になりました。
「みどりの地球をみどりのままで」子ども達に残したいと自然と環境を大切にする
運動をしています。

グリーンコープ・グリーン電力出資金
節電やエコライフを心がける、その上で生活に必要な電気は自分たちで作るため
発電所の建設費用の出資金を組合員に呼びかけています。

グリーンコープ発電所
グリーンコープは発電所作りにも最大限環境に配慮し、地域の皆さんとの関係を
大切に進めています。糸島市神在太陽光発電所は使用されなくなって放置されて
いた自動車学校の跡地を利用しました。
太陽光パネルの製作や廃棄の問題などあることは承知していますが、まずは生命
（いのち）と共存できない原発を止めることを最優先に電気事業を進めています。
安心・安全な食べものを自分たちで作ってきたように電気も地球の存在とともに
ある自然のエネルギーを使って、安心・安全な電気を自分たちで作っていきたいと
思います。

日本の全ての原発を止めたい！

あなたの原発に対する声を
きかせてください　　

　グリーンコープは１９８６年のチェルノブイリ原発事故以来「原発は生命（いのち）
とは共存できない」と脱原発運動を進めてきましたが、残念ながら日本の原発は止
まらず、東京電力福島第一原発事故が起こってしまいました。
　今こそ、私たちグリーンコープは力強く脱原発運動を進め、日本の全ての原発を
止めたいと思います。
　そのため、グリーンコープでは自然エネルギーによる電気を自分たちで作り出し
ていこうと一般社団法人「グリーン・市民電力」を立ち上げ、発電所作りや「グリー
ンコープでんき」の供給も始めています。

グリーンコープは脱原発運動を続けています

組合員の皆さんとともに脱原発を進めるため、
グリーンコープ生協ふくおかの組合員に
アンケートを実施させていただきたいと思います。

グリーンコープ生協ふくおか 2018 年 9 月

声声あなたの原発に対する声を
きかせてください　　

11の問いにお答えください

●「グリーンコープでんき」に切り替え希望
　の方、「グリーンコープでんき」に出資を
　ご希望の方 (増資含む)は、同封していま
　すチラシでお申し 込みをお願いします。
●その他「グリーンコープでんき」に関する
　お問い合わせは、配達担当者かお店のス
　タッフ、または各支部へお電話をお願い
　します。

アンケートは

配達、お店のレジ、

キープ＆ショップ、

いずれかで提出ください

GCwebから注文を

されている方、

GCmailに登録されてい

る方は、webでもお答え

いただけます

パソコンをお使いの方

スマホ・iPhoneをお使いの方

　　　　GCwebにログイン後、　　　　

　　　　　　　　　

　これを↑クリックしてください。

下記のQRコードを読み込み、

ログイン後、Menuから

これを↑タップしてください。
※ web で回答される方は、このアンケー
　 トを手元に置いてください。



ぼく達が

気づかないところで

原発の費用を

払っているんだね

電線使用料＝託送料金

　組合員が、福島を訪問しました。原発事故区
域では道１本を挟み、避難解除地域と避難指示
地域に分けられています。放射線の数値はどち
らも一緒ですが、避難解除になれば、国の補償
金は打ち切られます。事故前は普通に行き来し
ていた住民が、事故後、国が決めた線で分断さ
れていました。
　また小さな村の真ん中の田んぼは除染土の仮
置き場になっており、その周辺には村民が住ん
でいます。田んぼを貸して国から補償金が出て
いるので村の外に住むことができる地主と、補
償金が打ち切られたためその村に帰
村した村民…ここでも人と人が分断
されていました。

このような福島の状況をご存知ですか？
（ひとつ□ をつけてください）

問1

□ 知っている　　□ 知らない　

このような電気料金の仕組みをご存知ですか？
（ひとつ□ をつけてください）

□ 知っている　　□ 知らない　

「グリーンコープでんき」を知っていますか？
（ひとつ□ をつけてください）

□ 知っている　　□ 知らない　 □ 知っている　　□ 知らない

託送料金の中に原発事故の賠償金や廃炉費用を
含めようとしていることをご存知ですか？
（ひとつ□ をつけてください）

　電気事業をすすめる中、電気料金の仕組
みについて調べました。原発に頼らない「グ
リーンコープでんき」に切り替えても、九
州電力の送電線を使用しているので「電線
使用料」を負担しています。しかし、その「電
線使用料＝託送料金」に本来
含めないとされている原発
関係の費用が含まれてい
ることが分かりました。

問3

　２０２０年からはその託送料金に「東京
電力福島第一原発事故の賠償金」「（全国の
老朽化した原発の）廃炉費用」が含まれよ
うとしています。私たちは福島の復興の為
の費用を払いたくないと考えるものではあ
りません。しかし、事故の反省もなく、情
報も明らかにせず、国会で議論もされず電
気料金に知らないうちに含ませようとして
いることに納得できません。

問4

　グリーンコープでは原発反対デモ・署名など様々
な運動をしてきましたが、原発は止まりません。
私たちは「グリーン・市民電力」を立ち上げ、原
発に頼らない電気を自分たちで作り、原発フリー
の電気の共同購入を始めることを決意しました。

問2

原発関係の
費用が
含まれる

託送料金に

原発事故の費用が

含まれているなんて

聞いてないけど

分断された道路。左は避難解除地域、
右は避難指示地域

緑豊かな田んぼだった
場所が除染土の仮置き
場に



ありがとうございます。
共に脱原発運動を進めましょう。
皆さんの周りで「グリーンコープでんき」を
紹介できる方がいませんか？
→いる

□ グリーンコープでんき
その電気に原発で発電された
電気が入っているかご存知で
すか？
　　□知っている   
　　□知らない   
　　□わからない

□ 新電力

あなたが契約している電力会社はどちらですか？

　私たちグリーンコープは、原発はいら
ないと自分たちで電気を作り、電気の供
給を始めました。そこでお尋ねします。

問5

現在、「グリーンコープでんき」では、原発で発電さ
れた電気を全く使わずに供給できています。「グリー
ンコープでんき」への切り替えをご検討くださ
い。確認方法が不明であれば、配達担当者かお店の
スタッフへご相談ください。

契約している
料金プランを
教えてくださ
い。「電 気 ご
使用量のお知
らせ」に書い
てあります。

A B

b1 b2 b3 b4 b5

C
D

□ 九州電力

従量電灯 B・従量電灯 C の方は、
九州電力から「グリーンコープで
んき」に切り替えても料金は変わ
りません。現在、原発で発電され
た電気を全く使わず電気の供給が
できる「グリーンコープでんき」
に切り替えませんか？

深夜電力プランは、独立した１つ
の契約です。このプラン（契約）
は残したまま、従量電灯のプラン
（契約）をグリーンコープでんき
に切り替えませんか？
詳細は配達担当者かお店のスタッ
フへご相談ください。

配達担当者かお店のスタッフまで
お尋ねください。

「グリーンコープでんき」に切り
替えると、たくさん電気を使用さ
れている方は料金が上がります。
また、２年契約割引の適用が無く
なります。
詳細は配達担当者かお店のスタッ
フへご相談ください。

「グリーンコープでんき」に切り
替えると、現在の料金から 大幅
に上がる可能性があります。料金
シミュレーションができますの
で、配達担当者かお店のスタッフ
へご相談ください。

わ
か
ら
な
い

□ 従量電灯 B・従量電灯 C □ 深夜電力 □ 左記以外のプラン□ 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
　　　　　　　　　　　（ガスセット）

□ 季時別電灯
□ 時間帯別電灯
□ 電化でナイトセレクト

（
お名前

　　                          　　　 ）

問
６
へ

「知らない」、「わからない」と答え
た方は一度確認してみてください。

（ひとつ□ をつけてください）

（ひとつ□ をつけてください）

（ひとつ□ をつけてください）問６へ 問６へ

問６へ



平池水上
太陽光発電所

深年太陽光
発電所

神在太陽光
発電所

豊浦太陽光
発電所

国東第二自然電力
太陽光発電所

自社事業
共同事業
他社への出資

杖立温泉熱
発電所
熊本菊池
太陽光発電所

馬洗瀬小水力
発電所

もうらせ

ながわ小水力
発電所（予定）
しましま小水力
発電所（予定）

問7
□ 知っている
□ 知らない　

脱原発についてご意見があればお願いします。問10

問11

問9

グリーンコープは原発ではない自然エネルギーの発電所を
作っています。ご存知ですか？

問6 集合住宅の方や、家で発電し九州電力に売電して

いても、「グリーンコープでんき」に切り替える

ことが出来ることをご存知ですか？

脱原発を実現するため「グリーンコープでんき」の利用者を増
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？

問8 その発電所作りのため出資金（グリーンコープ・グリーン電
力出資金）を集めています。
あなたも出資しませんか？

出資している方
　　　↓

□ 増資したい
□ 増資したくない　

出資していない方
　　　　 ↓

□ 出資したい
□ 出資したくない
□ 検討したい　

「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。

たくさんの質問にお答えいただきありがとうございました。
これからもみんなの力で脱原発に向かいましょう。

支部名　　                            コース番号　　　　　　　　　　お店 

名前                                       　　　　  TEL
                                                                      （昼間連絡のつく番号）

□ 知っている　　□ 知らない　
集合住宅の場合、自宅に電気の請求書が届く方は、切り替えが可能です。
九州電力に売電している方は、それを続けながら、購入分のみグリーンコー
プでんきに切り替えることが可能です。

（ひとつ□ をつけてください）

（ひとつ□ をつけてください）

（ひとつ□ をつけてください）

発電所が

沢山あるんだね！

いただいた個人情報は｢グリーンコープでんき｣に関することのみに使用させていただきます

上記以外に、若宮物流センター、広島物流センター、
グリーンコープやまぐち生協西部地域本部の屋根
に設置した太陽光発電所もあります。
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