
選挙と暮らしとエネルギー政策についての公開質問状への回答一覧　(鳥取東部） 2015年3月20日

○実施期間：2015年3月3日～16日　　○実施者：とっとり選挙たのしむフェスタ ご協力下さったみなさま、ありがとうございました。

○問合せ･連絡先：渋谷（hoshitsubutaberu@gmail.com）、 手塚（070-5554-5813）、森木（morinoseikatsusya@gmail.com）、山中（080-6173-1318）、和田（090-4149-4557）　　　

鳥取県 
(問１は、4月
上旬にWeb
等で公開）

問２　自分と異なる意見や
価値観を持つ相手とコミュ
ニケーションする際に、ど
んなことを大切にしていま
すか？

問3 選挙費用の
金額を選挙後
「見える化」（公
開）することをど
う思いますか？

問４　県民の意見を聴いた
り、やる気をサポートした
り、暮らしや選挙への県民
の関心を呼びおこすための
案がありましたらお書きくだ
さい。

問５　鳥取が安心して暮らし
つづけられる場所であるた
めに、地域としての魅力を発
揮するために、大事にしたい
ことは？

問7 中国電力島
根原発2号機再
稼動、3号機新規
稼動をどのよう
に考えますか？

問８　原子力発電の利用に
伴い発生する核廃棄物（使
用済核燃料）についてどの
ように考えますか？

問９　島根原発が事故を起
こしたとき、県民の安全や
いのちをどう守ろうと考え
ますか？

問10 中国電力との
安全協定を立地自
治体同様の内容に
改定を求めることを
どう思いますか？

地
区

会　派 氏　　　名 自由記述・～50字
①賛成 　②反対
③その他

自由記述・～50字 自由記述・～50字
①賛成 　②反対
③その他

自由記述・～50字 自由記述・～50字
①賛成 　②反対
③その他

無所属 足田　あきら

私は貴方の意見には
反対だが、貴方がそれ
を言う権利は命を懸け
て守るという言葉を忘
れないようにしている。

賛成

今回も実施が予定され
ている「選挙とまちを楽し
むキャンペーン」等の企
画は効果的だと思いま
す。

県民に寄り添った予算、
県民感覚とズレのない県
政が、鳥取に自信と誇り
を取り戻すと考えます。

私自身深く学んだ訳では
なく、意見を述べるだけ
の知識を持っていませ
ん。

「絶対に安全」ではなく、
「事故が起きる」ことも想
定した、実効性のある
避難計画策定が第一だ
と考えます。

賛成

無所属 有松　数紀

共産党 市谷  知子

まずは話をきく事です。
話をきく事で相手がそ
の意見をもつに至った
理由がわかり、対話の
糸口が見えるからで
す。

賛成

ミニつどいを開いて意見
交換したり、時には一緒
に行政に話を聞きに行く
ことで、問題解決の道が
みえてきます。

行政が、医療介護子育て
等の負担軽減でくらしを
基盤で支え、住民の自発
的な活動のサポート体制
を強化する事

②０%　③できるだけ
こちらにシフトさせた
い

反対

処理方法もなく、貯蔵
プールも満杯で危険で
す。これ以上増やさない
よう、原発再稼働中止・廃
炉を求めます。

原発事故がおきれば、
県民の安全やいのちを
守りきれる保障はありま
せん。一日も早く廃炉に
したいです。

賛成

民主党 木村　和久

まず聞く事です。それ
からどこまで歩み寄れ
るか分かりませんが、
基本はそうだと思いま
す。

賛成（基本的に
お金がかから
ない事が大切
では）

選挙の結果が明確に生
活と直結している事を
知って頂く事に尽きると
思います。政治の大切さ
を教育現場で教える事。

地方の個性を明確に挙
げ、地方の戦略・鳥取独
自の戦略で地域経営に
乗り出すべきと思いま
す。

①50％　②0％
③30％　④節電20%

反対

現状処理不可能な核の
ゴミを含め、人が無毒化
出来ない現実を直視すべ
きでしょう。

現状であれば福島と同
様に成ると思います。根
本の問題でしょう。

賛成

公明党 銀杏　泰利

無所属 坂野経三郎

相手のことを否定する
ことなく、しっかり話を
聞くこと。その中で、自
身と共感できる部分を
大切にしていくこと。

賛成（すでに公
開されていま
す）

ネットの普及により、政
治家と有権者の距離が
近くなった。直接意見を
言うこともできる。ネット
を活用したい。

県民の誰もが、鳥取県を
誇りに思うような県にする
こと。魅力を県外・国外に
発信し、人口減少社会に
備える。

①？％　②？％
③20％　　④？％

その他（国の動
向を見守りた
い）

使用済核燃料は、極めて
重大な問題である。現在
の技術では処分不可能
であり、早急に対策が必
要だ。

原子力規制委員会で安
全性の審査が行われて
いる。引き続き、国の動
向を見守っていきたい。

賛成（既に県議会
で取組み中）

無所属 島谷　龍司

無所属 砂場　隆浩

多様性こそ文化の根
拠。たとえ同意できな
い価値観であっても、
理解しようと努力するこ
とは忘れません。

賛成

政治家が県民の思いに
従わないから何を言って
も無駄と関心を失った。
皆様の声を傾聴すること
から始めたい。

柔軟な発想と強い意思、
仲間を大切にする優しさ
で地域課題を解決する若
者を１人でも多く育てるこ
と。

①0%　②0％
③100％　④0％

反対

人類の存在を脅かす危
険な存在。世界中の叡智
を結集して処理技術を開
発し、１日も早く無害化す
べきだ。

正確かつ迅速に情報提
供し、被害が懸念される
地域住民全員を危険が
迫る前に安全な場所へ
完全に避難させる。

賛成

無所属 谷村　悠介

無所属 中島　規夫

4/2まで配布可

　　　　回答なし

　　　　回答なし

鳥
取
市

　　　　回答なし

　　　　回答なし

問６　2030年に鳥取県
で使うエネルギー（電
力）の組合せのｲﾒｰｼﾞ
は？
①化石燃料（石炭、石
油、ガスなど）　②原
子力　　③再生可能エ
ネ（太陽、風、水など）
④その他（　）

　　　　回答なし



選挙と暮らしとエネルギー政策についての公開質問状への回答一覧　(鳥取東部） 2015年3月20日

○実施期間：2015年3月3日～16日　　○実施者：とっとり選挙たのしむフェスタ ご協力下さったみなさま、ありがとうございました。

○問合せ･連絡先：渋谷（hoshitsubutaberu@gmail.com）、 手塚（070-5554-5813）、森木（morinoseikatsusya@gmail.com）、山中（080-6173-1318）、和田（090-4149-4557）　　　

鳥取県 
(問１は、4月
上旬にWeb
等で公開）

問２　自分と異なる意見や
価値観を持つ相手とコミュ
ニケーションする際に、ど
んなことを大切にしていま
すか？

問3 選挙費用の
金額を選挙後
「見える化」（公
開）することをど
う思いますか？

問４　県民の意見を聴いた
り、やる気をサポートした
り、暮らしや選挙への県民
の関心を呼びおこすための
案がありましたらお書きくだ
さい

問５　鳥取が安心して暮らし
つづけられる場所であるた
めに、地域としての魅力を発
揮するために、大事にしたい
ことは？

問7 中国電力島
根原発2号機再
稼動、3号機新規
稼動をどのよう
に考えますか？

問８　原子力発電の利用に
伴い発生する核廃棄物（使
用済核燃料）についてどの
ように考えますか？

問９　島根原発が事故を起
こしたとき、県民の安全や
いのちをどう守ろうと考え
ますか？

問10 中国電力との
安全協定を立地自
治体同様の内容に
改定を求めることを
どう思いますか？

地
区

会　派 氏　　　名 自由記述・～50字
①賛成 　②反対
③その他

自由記述・～50字 自由記述・～50字
①賛成 　②反対
③その他

自由記述・～50字 自由記述・～50字
①賛成 　②反対
③その他

無所属 中西　照典

無所属 西尾 こうじ

先ずは相手の主張を
徹底的に聞き、その後
自分の主張をつまびら
かにする。それを基に
議論・検討していく。

賛成

鳥取出身のご当地アイド
ルや有名人を起用した
プロモーションビデオ、ア
ニメ、ドラマといったツー
ルを活用

何よりも雇用。働き口が
あれば若者は鳥取に帰っ
てくる。若者が多く元気な
街に出来ないことなどあ
りはしない。

①40％　②0％
③60％　④0％

反対

テレビやラジオ、防災無
線を利用した正確な情
報伝達・共有や、最悪
の事態を想定した危急
時計画

賛成

自由民主党 浜崎　晋一

公明党 濵辺　義孝

無所属 福浜　隆宏

マスコミに26年在籍し
たことで学んだのは、
多様な価値観をまずは
受け入れる。その上で
妥協点を見い出す。

賛成（情報公開
の一環）

ﾐﾆ集会・WEB利用のｱﾝ
ｹｰﾄ・ｱｲﾃﾞｨｱｺﾝﾃｽﾄ創設
等。必ず過程も含めて議
論の行方をﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ
し、提案や意見を誘発さ
せることが大事。

人作りを支援することが
県の大切な役割：“人間
力”を高める教育、企業
の成長を促す若者ﾘｰﾀﾞｰ
育成、高齢化を支える地
域ﾘｰﾀﾞｰ育成。

①65％　②0％
③35％　④0％

その他（暫定的
な稼働）

核のゴミ処理の問題が解
決しなければ、将来に対
する負の遺産が増えるだ
け。本来、原発は稼働す
べきではない。

避難計画に基づいた住
民の誘導が的確に出来
るかどうかが鍵。そのた
めにも、中国電力から
県への情報伝達の迅速
性がポイント。

その他（立地自治
体と異なる現状
は改善すべき）

無所属 福本　竜平

自由民主党 藤縄　喜和

自由民主党 前田八壽彦

自由民主党 山口　　享

無所属 山根　康穂

無所属 湯口　史章

岩
美

無所属 広谷　直樹

無所属 国岡　智志

自由民主党 福田　俊史

無所属 西川　憲雄

まずは聞く事を心掛け
る。そして、その背景に
なにがあるかを考え理
解を深める事が統一し
た意見になると思う。

賛成

多くの団体や小さな集ま
りに顔を出し、現状や問
題点を共有する事が必
要と思う。

人間に必要な水と空気が
一番の売り、又、人として
のやさしさが素晴らしい。
これらは人の心を豊かに
すると思う。

①50％　②20～
30％　③30～20％
（特に水力を望む）
出来るだけ化石燃料を
少なくしていく

その他（再稼働
は必要と思うが
新設は？）

大変難しい問題と思う。
出来れば、人類の英知を
集結して解決策を見出し
て欲しい。

人為的なミスでの事故
は起こさない事、又、自
然災害での事故は、対
策を十分に考えて対応
する事が最低限必要。

その他（具体的な
ことがわからない
ので）

4/2まで配布可

　　　　回答なし

　　　　回答なし

　　　　回答なし

　　　　回答なし

鳥
取
市

問６　2030年に鳥取県
で使うエネルギー（電
力）の組合せのｲﾒｰｼﾞ
は？
①化石燃料（石炭、石
油、ガスなど）　②原
子力　　③再生可能エ
ネ（太陽、風、水など）
④その他（　）

　　　　回答なし

　　　　回答なし

　　　　回答なし

　　　　回答なし

　　　　回答なし

　　　　回答なし

　　　　回答なし

　　　　回答なし

八
頭
郡



選挙と暮らしとエネルギー政策についての公開質問状への回答一覧　(鳥取中西部） 2015年3月20日

○実施期間：2015年3月3日～16日　　○実施者：とっとり選挙たのしむフェスタ ご協力下さったみなさま、ありがとうございました。

○問合せ･連絡先：渋谷（hoshitsubutaberu@gmail.com）、 手塚（070-5554-5813）、森木（morinoseikatsusya@gmail.com）、山中（080-6173-1318）、和田（090-4149-4557）　　　

鳥取県 
(問１は、4月
上旬にWeb
等で公開）

問２　自分と異なる意見や
価値観を持つ相手とコミュ
ニケーションする際に、ど
んなことを大切にしていま
すか？

問3 選挙費用の
金額を選挙後
「見える化」（公
開）することをど
う思いますか？

問４　県民の意見を聴いた
り、やる気をサポートした
り、暮らしや選挙への県民
の関心を呼びおこすための
案がありましたらお書きくだ
さい

問５　鳥取が安心して暮らし
つづけられる場所であるた
めに、地域としての魅力を発
揮するために、大事にしたい
ことは？

問7 中国電力島
根原発2号機再
稼動、3号機新規
稼動をどのよう
に考えますか？

問８　原子力発電の利用に
伴い発生する核廃棄物（使
用済核燃料）についてどの
ように考えますか？

問９　島根原発が事故を起
こしたとき、県民の安全や
いのちをどう守ろうと考え
ますか？

問10 中国電力との
安全協定を立地自
治体同様の内容に
改定を求めることを
どう思いますか？

地
区

会　派 氏　　　名 自由記述・～50字
①賛成 　②反対
③その他

自由記述・～50字 自由記述・～50字
①賛成 　②反対
③その他

自由記述・～50字 自由記述・～50字
①賛成 　②反対
③その他

無所属 川部　洋

民主党 興治　英夫

相手の意見をしっかり
聞き、同意できる点を
伝え、同意できないこと
については、自らの見
解を丁寧に伝える。

賛成

有権者教育を実施する。
有権者の代表たる政治
家が、県民の意見や要
望を広聴し、県の施策等
に反映させること。

安定した雇用を作り、人
を支える社会保障を充実
させる。豊かな自然や農
林水産物などの地域資
源を活かすこと。

①50％　②0～10％
③50～40％

その他（周辺自
治体の同意重
視）

人類のかかえた負の遺
産だ。早期に処分方法を
確定し、実施に向けた作
業にとりかかるべき。

原子力防災計画や住民
避難計画の精度を不断
に高め、訓練等を通じて
住民を防護、避難でき
るようにしておく。

賛成

自由民主党 西村　博文

無所属 長谷川　稔

民主主義の基礎は「他
の人が自分より賢いか
もしれない」と考える心
の準備です。」（英首相
アトリー）

賛成
チーム県議会として、報
告や意見交換会の開
催。

発達障がいのある子も含
め、すべての子の進学と
就労の道を開く。

①50％　②0％
③40％　④（水素の
蓄電）10％

反対（新基準で
パスさせない）

数十万年経なければ低
減しない廃棄物を貯蔵保
管する受入れ先も見通せ
ないまま、再稼働する無
責任ぶりを指弾

UPZはあくまで同心円で
あり、被害範囲は想定を
越える。県中東部も避難
者となる意識も必要。バ
ス確保に不安。

賛成

無所属 村田　実
真剣になって、どんな
事でも真面目に話を聞
く。

賛成
正々堂々と、何事も真面
目にうったえていく事

長所　短所　ふるさとの良さ
地方の良さ　地域創生に
向かって取り組む。

①0％　②0％
③80％　　④（自然
エネルギー）20％

反対
完全に処理する取り組み
をする事

中国山脈を中心とした
自然を活用をし避難場
所をしっかりと整備する
事

反対

民主党 伊藤　保

自由民主党 藤井　一博

無所属 横山　隆義
公正公平な立場を大切
にしている。

賛成
県政だよりの発行と県政
報告会、若者対象の意
見交換会の実施。

楽しい人生を送るために
安定した就労の場の確保
とスポーツ等の交流の場
の拡大。

①30％　②10％
③50％　④バイオ
10％

反対

最終処分場を提示するこ
と。廃炉の行程を示すこ
と。自然災害に対する備
えを完璧にすること。テロ
対策を考えること。

事故が起きないという前
提で考える。「もしも」は
考えられない。

賛成

自由民主党 上村　忠史

相手の気持ちや立場を
出来る限り大切にす
る。但し、譲れない事も
ある。

賛成（今でもし
ている）

１、インターネット　２、
議会だよりの活用

１、早期の結婚の奨励す
る　２、若者や女性の就
労を図る　３、65才迄の就
労を大切にする

①80％　②1％
③20％

賛成 国として処理をすべし

起きればどうしようもな
い。起きない様、何重も
のセーフティネットで実
施する

賛成

無所属 鹿島　功

同じ町内や自民党員で
あっても意見や価値観は
異なります。相手の話を
よく聴き丁寧に話す事を
心掛けています。

賛成（実務上の
配慮は必要で
す）

西伯郡区は16年間無投
票でした。選挙を行う事
こそ県民の関心を呼び
起こすものとして取り組
んでいます。

日野川流域と大山山麓
の自然環境、伝統、文化
を大切にして宿泊を伴う
観光事業や地場産業等
の振興に努めます

漠然とした数字を述
べるのは控えさせて
いただきます

その他（判断材
料が不十分な
ので判断でき
ない）

この問題は先送りすべき
でない。国会事故調報告
書の七つの提言と3月5日
の日本海新聞の社説は
その通り

福島の教訓をキチンと
学び、的確な情報収集
と県民への伝達が出来
る体制の整備などに取
り組みたい

その他（県民がよ
り一層安心できる
内容に改定した
い）

無所属 竹口　大紀
人それぞれだというこ
とを忘れないことを大
切にしています。

その他（選挙費
用の定義によ
る）

質問の意図がつかめま
せんが、若い世代の政
治参加の促進が必要だ
と思います。

人口減少を止めることで
す。

①20％　②0％
③80％　④0％

その他（考えを
深めていきた
い）

次世代にツケをまわさな
いように、今の世代のうち
に処分方法を確立してい
きたいです。

日ごろの備えや訓練で
命を守っていきたいで
す。

賛成

民主党 福間　裕隆

相手の意見をじっくり聞
くこと。そして私の考え
を丁寧に伝える。相手
の尊重だと考える。

賛成
候補者の立会演説会の
開催

自然環境を大切にする。
地域公共交通ネットワー
クの整備

①30％　②0％
③70％　④0％

反対
国の責任で処理すること
が原則。しかし対処法が
ない。

極めて困難な課題。と
にかく、少しでも遠くへ
避難することに全力を
挙げる。

賛成

4/2まで配布可

問６　2030年に鳥取県
で使うｴﾈﾙｷﾞｰ（電力）
の組合せのｲﾒｰｼﾞ
は？
①化石燃料（石炭、石
油、ガスなど）　②原
子力　　③再生可能エ
ネ（太陽、風、水など）
④その他（　）

西
伯
郡

東
伯
郡

　　　　回答なし

　　　　回答なし

倉
吉
市

　　　　回答なし

　　　　回答なし
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○実施期間：2015年3月3日～16日　　○実施者：とっとり選挙たのしむフェスタ ご協力下さったみなさま、ありがとうございました。

○問合せ･連絡先：渋谷（hoshitsubutaberu@gmail.com）、 手塚（070-5554-5813）、森木（morinoseikatsusya@gmail.com）、山中（080-6173-1318）、和田（090-4149-4557）　　　

鳥取県 
(問１は、4月
上旬にWeb
等で公開）

問２　自分と異なる意見や
価値観を持つ相手とコミュ
ニケーションする際に、ど
んなことを大切にしていま
すか？

問3 選挙費用の
金額を選挙後
「見える化」（公
開）することをど
う思いますか？

問４　県民の意見を聴いた
り、やる気をサポートした
り、暮らしや選挙への県民
の関心を呼びおこすための
案がありましたらお書きくだ
さい

問５　鳥取が安心して暮らし
つづけられる場所であるた
めに、地域としての魅力を発
揮するために、大事にしたい
ことは？

問7 中国電力島
根原発2号機再
稼動、3号機新規
稼動をどのよう
に考えますか？

問８　原子力発電の利用に
伴い発生する核廃棄物（使
用済核燃料）についてどの
ように考えますか？

問９　島根原発が事故を起
こしたとき、県民の安全や
いのちをどう守ろうと考え
ますか？

問10 中国電力との
安全協定を立地自
治体同様の内容に
改定を求めることを
どう思いますか？

地
区

会　派 氏　　　名 自由記述・～50字
①賛成 　②反対
③その他

自由記述・～50字 自由記述・～50字
①賛成 　②反対
③その他

自由記述・～50字 自由記述・～50字
①賛成 　②反対
③その他

自由民主党 稲田　壽久

自由民主党 内田　隆嗣

無所属 小林　重喜

自由民主党 斉木　正一

公明党 沢    紀男

無所属 野坂　道明

共産党 錦織　陽子
できるだけ相手を理解
するよう努め、相手の
良いところを見つける。

③特に考えた
ことはない

子育て中の人でも参加
できる様、託児や低学年
の子を会場で預る。市民
が政治や社会の話がで
きる社会教育の充実。

原発をゼロに。災害の備
え。福祉優先で基幹産業
の第一次産業の推進。鳥
取にくるとほっこりできる
自然と人々の気質。

②0％　③25％（当面
は化石燃料に頼らねばなり
ませんが、ﾄﾞｲﾂの様に再生
可能エネを28.5％にふやす
など、国と国民の決意で大き
く再生可能エネをふやすこと
が日本でも可能だと思いま
す。）

反対
廃炉にして安全に管理し
ながら処理するしかあり
ません。

守れません。再稼働も
新規稼働も全力でストッ
プし、リスクを減らすし
かありません。

賛成

民主党 浜田　妙子

まずは相手の意見、価
値観をしっかり聴くこと
が大切。その上での対
話による相互理解を求
めていきます。

賛成

身近な事でも政治と密接
な関わりがあることへの
啓発が大切。子どもの頃
から年齢に応じた政治
教育が必要。

鳥取の魅力は豊かな自
然とそこに育まれた魅力
的な人材と食である。そ
の魅力を大切に輝かせる
努力をする事。

①30％　②0％
③70％　④0％

その他：隣接自
治体意見も重
視

負の遺産として人類が背
負った大変な課題であ
る。人間の英知をフルに
活かし、処理方法を早期
に研究する。

出来る限り早く正しい情
報提供と、大変難しい
課題であるが、スムー
ズな防災・避難の方法
を準備しておく。

賛成

無所属 松田　正

民主党 森 　雅幹
先入観なしに相手の意
見に耳を傾けること。

賛成

現在の政治・自治を自ら
のこととして検証し、自ら
の意見を届けるため自
分たちで議員をつくる。

地域にないものを求めて
も難しい。地域資源を活
かし、農業・林業で生活で
きるようにすること。

①0％　②0％
③90％　④その他
（水素）10％

反対

核廃棄物は1000年以上
のレベルでの保管が必要
とされているが、そんなこ
とは不可能。原子力から
撤退すべき。

避難しか選択肢はない
と考える。

賛成

無所属 浜田　一哉

無所属 森岡　俊夫

自由民主党 安田　優子

日
野
郡

自由民主党 内田　博長
その他（県選管
がしている）

①30％　②30％
③30％　④10％

賛成

境
港
市

　　　　回答なし

　　　　回答なし

　　　　回答なし

米
子
市

　　　　回答なし

　　　　回答なし

　　　　回答なし

　　　　回答なし

　　　　回答なし

　　　　回答なし

　　　　回答なし

4/2まで配布可

問６　2030年に鳥取県
で使うエネルギー（電
力）の組合せのｲﾒｰｼﾞ
は？
①化石燃料（石炭、石
油、ガスなど）　②原
子力　　③再生可能エ
ネ（太陽、風、水など）
④その他（　）


