
 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＨＫ静岡放送局 

調査期間 ： 令和 3年 4月 15日～5月 7日 

対 象   ： 静岡県知事および県内 35市町の市町長 

（調査期間中に市町長選挙があった自治体は、 

選挙後に当選者からの回答を依頼） 

回答方法 ： 各自治体に質問用紙を配布し、いずれからも回答を得た 

公開日  ： 令和 3年 5月 10日 

            NHKで回答をまとめたものを掲載 

            自由記述は、用紙の記載文をそのまま掲載 

                 



 

（１） 浜岡原発について、中部電力のこの 10年間の取り組みや姿勢をどう評価していますか 

 

○湖西市 ある程度評価 

○浜松市 判断できない／個別の電力事業者について、取り組みや姿勢を評価する立場にないと考える。 

○磐田市 判断できない／市民が評価するものであり、市は回答できる立場でないと考える。 

○袋井市 ある程度評価／事故があった際への対策を実施している点は評価できる。しかし、絶対に安全だという

説明責任は果たしておらず、住民からの理解も得られていない点など取組として不十分な点がある。 

○森町 ある程度評価 ／原子力事業者防災業務計画に従い業務を遂行し、安全への取り組みも強化している点。 

○掛川市 ある程度評価 ／毎年度実施している「市民意識調査」における、浜岡原発の再稼働について、肯定的な意

見が少しずつ上昇し、否定的な意見が下降している。これは、安全性対策工事、地域や住民との対話など、中部電力

の取り組みが要因の一つと考えています。 

○菊川市 判断できない／事業所として津波対策などの安全性向上に努めていることは評価できる部分もあるが、

浜岡原発に対して不安に思っている市民もおり事業者による更なる安全対策が必要であると考える。 

○御前崎市 ある程度評価 ／浜岡原子力発電所では、従来から最新知見を反映し安全性に努力され、ハード対策と

ともにソフト対策についても真摯（しんし）に取り組んでいる。 

○牧之原市 ある程度評価 ／福祉車両の配備や要配慮者の搬送等、避難計画の実効性の向上に取り組んでいる。 

○吉田町 判断できない／評価する立場にない。 

○島田市 無回答／個別電力会社の施策に対するコメントは、回答を差し控えさせていただきます。 

○藤枝市 判断できない／中部電力は、様々な対策を現在講じているが、浜岡原発を襲うあらゆる災害を想定した

万全な安全対策は、会社として当然の責務である。津波対策や過酷事故対策が及ぼす原発施設への具体的な影響

が完全に検証され、これに対するすべての安全対策があらゆる角度から万全であると合理的に検証されると共に、

誰もが納得できる対策を講じるべきである。 

○焼津市 判断できない／評価する立場にない。 

○川根本町 ある程度評価  

○静岡市 無回答／中部電力が安全性向上対策を実施し、再稼働に向けて取り組んでいることは理解しているが、



原発に対する専門的な知見を有していないため、評価することが難しいと考えているため。 

○富士宮市 判断できない／判断できる材料が少ないため 

○富士市 判断できない／浜岡原子力発電所の電力の効果は富士川以西（60Hz供給区域）に限られ、富士川以東

の電力供給会社である東京電力の取組と合わせて、総合的に評価すべきであるため。 

○沼津市 判断できない／安全性向上のための取組を進めているが、専門家による新規制基準への適合性を審査

中であるため判断できない。 

○清水町 ある程度評価  

○長泉町 ある程度評価  

○裾野市 判断できない／中部電力からは、担当者を通じて、毎月の広報誌や定期的にリーフレットの提供を受け、

その取り組みや原子力規制委員会による審査を真摯に対応する活動の概要は理解しているが、評価をする立場に

ないものと認識している。 

○御殿場市 大いに評価 ／安全確保の為に大変な努力をされていると感じる。レポートもよく見る。 

○小山町 ある程度評価  

○三島市 判断できない／防波壁をはじめとする地震・津波対策のハード整備や、ソフト対策として原子力災害を想

定した防災訓練などに取り組んできたと承知しているが、その評価については有識者の判断に委ねるべきと考え

るため。 

○函南町 判断できない／原子力政策は国策として国が判断、評価すべきことであるから町としては判断できな

い。 

○伊豆の国市 判断できない／判断する材料を持っていない 

○伊豆市 ある程度評価 ／定期的に「安全性向上対策工事の状況」を報告していただき、努力している姿が見える。 

○熱海市 判断できない／地震・津波対策として建屋補強や防波壁の整備など敷地内の安全対策は行われている

が、万一の事故発生における放射性物質の拡散の影響は計り知れないことや、将来的な使用済み燃料の最終処分

方法も確立していない。 

○伊東市 判断できない  

○西伊豆町 ある程度評価  

○河津町 判断できない  

○東伊豆町 ある程度評価 ／国（規制委員会等）・県の指導に基づき、地震・津波防災対策を進めていること。 

○松崎町 判断できない  

○下田市 ある程度評価  

○南伊豆町 ある程度評価 ／東日本大震災後、休炉としている 

○県 大いに評価／原子力発電所は安全が第一であり、徹底した安全の確保が重要である。中部電力は、停止中の

浜岡原子力発電所を健全に維持管理していると評価できる。さらに、中部電力は、県が設置しているわが国のトッ

プクラスの専門家からなる防災・原子力学術会議において、原子力発電所の安全対策や地震津波対策について、公

開で検討している。また、会議からの求めに対し、真摯に対応し、資料・情報を提供しており、専門家からの評価も高

い。また、発電所内に設置した原子力安全技術研究所において、安全性の向上、廃炉の実施等についての研究を進

めており、毎年、海外も含め全国の大学等から研究を公募し、その研究結果を発表している。こうした取組が原子力

発電所の安全技術、安全文化の「浜岡モデル」と称されるまでに育つことを期待している。さらに、中部電力とは常

に情報交換を行っており、原子力発電所を持っている９つの電力会社と立地道県の中でも、静岡県と中部電力ほど

信頼関係が構築されているところは他にないと認識している。 

 

  



 

（２） 浜岡原発について、静岡県のこの 10年間の取り組みや姿勢をどう評価していますか 

 

○湖西市 ある程度評価  

○浜松市 判断できない／県がその権能に基づき、取り組んだものであるため、評価する立場にない。 

○磐田市 判断できない／市民が評価するものであり、市は回答できる立場でないと考える。 

○袋井市 あまり評価せず／原子力災害広域避難計画に対する県の取組（要配慮者対策、避難退域時検査場所の確

保や県の市に対する支援体制）が不十分である。再稼働に対しての同意に対する県の見解が示されていないため。  

○森町 ある程度評価 ／広域避難計画の策定や原子力防災訓練の積極的な取り組みなどの点。 

○掛川市 あまり評価せず／広域避難計画には、国や関係機関との調整協議が必要な課題が多く、スピード感を持

った対応が必要である。 

○菊川市 ある程度評価 ／県では内閣府や 11市町市長と連携し、広域避難計画の作成支援や他県との調整など取

り組んでいるため。 

○御前崎市 ある程度評価 ／平成２３年１１月以降これまで延べ１００回以上県が主体となり浜岡原子力発電所の安

全性向上対策工事の点検・確認を行っているため。 

○牧之原市 ある程度評価／ 国や市町、関係機関と相互に連携・協力しながら広域避難計画の具体化・放射線防護

施設の整備などの施策について推進している。 

○吉田町 判断できない／評価する立場にない。 

○島田市 無回答／原子力施策は国策であり、県と各市町は同じ立場であることから、評価する立場にはないと考

えます。 

○藤枝市 ある程度評価／住民の安全安心の確保のため、国、県が先頭に立ち、自治体への支援と更なる安全対策

に向けた具体的な取り組みを要望する。 

○焼津市 判断できない／評価する立場にない。 

○川根本町 ある程度評価  

○静岡市 無回答／静岡県がこれまで防災対策の強化のため、関係機関との訓練等を実施するほか、原子力広域避

難計画を策定するなど必要な対策を講じていることは承知しているが、原発に対する専門的な知見を有していな



いため、評価することが難しいと考えているため。 

○富士宮市 判断できない／判断できる材料が少ないため 

○富士市 判断できない／県の原子力災害対策において原子力災害対策重点区域の区域外であるため。 

○沼津市 ある程度評価 ／避難計画の作成や学術会議の開催等について評価できる。 

○清水町 ある程度評価 ／浜岡地域原子力災害広域避難計画の改正や講座を実施するなどの対応を行っているた

め。 

○長泉町 ある程度評価  

○裾野市 判断できない／政府の政策に基づき、対象となる中部電力事業所と地域の特性を踏まえて、必要な手順

を踏んで実施されているものと思うが、評価をする立場にないものと認識している。 

○御殿場市 あまり評価せず／何を取り組んできたのかよくわからない。 

○小山町 ある程度評価  

○三島市 ある程度評価 ／広域避難計画の策定や原子力防災訓練の実施、平成 28年 7月のUPZ圏内 5市 2町

による「浜岡原子力発電所の周辺市町の安全確保等に関する協定書」の締結、オフサイトセンターの移転整備などに

取り組んできたため。 

○函南町 判断できない／原子力政策は国策として国が判断、評価すべきことであるから町としては判断できな

い。 

○伊豆の国市 判断できない／判断する材料を持っていない 

○伊豆市 判断できない／県の取り組みを承知していない。 

○熱海市 大いに評価／安全性が確立していない現状において、知事が再稼働に同意をしない旨の発言をされた

(2017年知事選後)ことに賛同する。 

○伊東市 判断できない  

○西伊豆町 ある程度評価  

○河津町 判断できない  

○東伊豆町 ある程度評価／ 中部電力に対し、指導や定期的な実地検査が行われている。また、中部電力と協働に

よる訓練も定期的に行うなど、安全性と、地域住民への啓蒙を行っていること。 

○松崎町 判断できない 

○下田市 ある程度評価  

○南伊豆町 ある程度評価／ 「浜岡地域原子力災害広域避難計画」の策定等 

 

  



 

（３） 浜岡原発について、原子力規制委員会の適合性審査をどう評価していますか 

 

○湖西市 ある程度評価  

○浜松市 判断できない／原子力規制委員会がその設置目的に基づいて実施するものであり、評価する立場にな

い。 

○磐田市 判断できない／専門家ではないため、判断できかねる。 

○袋井市 判断できない／現在、審査中であり、判断の結果をもって評価をしたい。  

○森町 ある程度評価 ／審査結果の公表など透明性をもって行っている点。 

○掛川市 判断できない／新規制基準に基づく審査が継続中であり、現時点では申し上げる時期ではないと考えて

います。 

○菊川市 判断できない／専門性が高く、市として評価するものではないと考える。 

○御前崎市 無回答／評価できる事案ではないと考える。ただし審査の長期化により安全性向上対策工事の完了が

見えない状況であり、市民の安全安心のためには対策工事の１日でも早い完成が望ましいことから、審査の厳正か

つスピード感を持った対応を望んでいる。 

○牧之原市 判断できない／審査の途中であり、判断できない。 

○吉田町 判断できない／評価する立場にない。 

○島田市 無回答／原子力規制委員会の個別審査に対するコメントは、回答を差し控えさせていただきます。 

○藤枝市 判断できない／評価する立場にないが、適合性審査については、津波対策や過酷事故対策が及ぼす原発

施設への具体的な影響の検証や、これに対するすべての安全対策があらゆる角度から万全であると合理的に検証

されるとともに、誰もが納得できる形で審査結果を公表することを要望する。 

○焼津市 判断できない／評価する立場にない。 

○川根本町 判断できない  

○静岡市 判断できない／新規制基準の適合性審査は、高い専門性が必要な審査であるため、専門的な知見を有し

ていない自治体が判断できないと考えているため。  

○富士宮市 判断できない／判断できる材料が少ないため 



○富士市 判断できない／新規制基準の妥当性を判断する情報を有していないため。 

○沼津市 判断できない／現在審査中であるため、審査結果を待って評価したい。 

○清水町 ある程度評価 ／専門家による審査結果であり、適切に判断されていると考えます。 

○長泉町 ある程度評価  

○裾野市 判断できない／世界一厳しい新規制基準と言われるが、専門的な知識もない。 

○御殿場市 大いに評価 ／科学的根拠に基づいて審査をしているはずなので 

○小山町 ある程度評価  

○三島市 判断できない／適合性審査の是非に関する専門的な知見を有していないため。 

○函南町 判断できない／原子力政策は国策として国が判断、評価すべきことであるから町としては判断できな

い。 

○伊豆の国市 判断できない／判断する材料を持っていない 

○伊豆市 判断できない／判断し得る知見と情報を有していない。 

○熱海市 ある程度評価 ／引き続き厳格な審査をお願いしたい。 

○伊東市 判断できない 

○西伊豆町 判断できない 

○河津町 判断できない 

○東伊豆町 判断できない／科学的知見、根拠など、多角的な視点で検討がなされていると思われるが、審査のプ

ロセス等、規制委員会の審査内容が一般にはわかりにくいため、安全性についての理解がしにくい。 

○松崎町 判断できない  

○下田市 ある程度評価  

○南伊豆町 あまり評価せず／審査の内容が不透明である 

○県 判断できない／国に対しては、厳正な審査を求めていきたい。 

 

  



 

（４） 原子力規制委員会による浜岡原発の適合性審査終了後の再稼働の是非をどう考えますか 

 

○湖西市 判断できない／加えて、地元の住民や、自治体の理解を得て行うべきと考えます。 

○浜松市 判断できない／エネルギー基本計画では、原子力を安全性の確保を大前提に、エネルギー需給構造の安

定性に寄与する重要なベースロード電源と位置づけている。一方、原子力発電所の安全性については、原子力規制

委員会の専門的な判断に委ねることになっており、世界で最も厳しい水準の規制基準に適合すると認められた場

合には、国がその判断を尊重して原子力発電所の再稼働を進めるとしている。また、その際には、国が立地自治体

等関係者の理解と協力を得るよう、取り組むこととなっていることから、浜岡原子力発電所の再稼働について、原

子力規制委員会の審査結果を踏まえた国による調整の内容を確認し判断すべきものと考えている。 

○磐田市 合格でも認めず／ 国、原子力委員会が責任をもって判断すべきだが、国による福島第一原発事故の検証

ができておらず、市民の安全・安心が担保されていないため。 

○袋井市 判断できない／平成 23年 11月袋井市議会の「中部電力浜岡原子力発電所に関する決議」を尊重し、先

ずは、市民の安全・安心が担保されることが最優先であると考える。  

○森町 判断できない／使用済み核燃料の処分または再利用が確立されなければ、住民に説明できないため。 

○掛川市 判断できない／浜岡原発の再稼働は、万全な安全対策が完了し、将来にわたり安全・安心が確保され、国

（原子力規制委員会）と中部電力が市民に対し、しっかりと説明し、市民の理解が得られなければ再稼働できないと

考えています。 

○菊川市 判断できない／新規制基準の適合性審査は再稼働を前提としたものではないと理解しており、まだ議論

する段階ではない。また、市民の皆様のご意見、お考えを把握した上で、改めて議会で十分な検討をいただき、ご意

見を伺いながら判断していく。 

○御前崎市 判断できない／新規制基準の適合性確認審査中である現段階においては、再稼働について議論すべ

きではないと考える。 

○牧之原市 判断できない／新規制基準を満たしたとしても、現状では、避難計画の運用に際して、避難道路の整備

や渋滞対策、除雪対策などの実効性が確保されていない部分もあり、また、使用済み核燃料の保管方法など課題も

あり、判断する状況にはない。 



○吉田町 判断できない／浜岡原発は想定される震源域の真上に位置しており、安全性に疑問を感じている。 

○島田市 合格でも認めず ／市民の安全・安心が確実に担保されていないことから、再稼働は容認できない。 

○藤枝市 合格でも認めず ／国と中部電力が進める安全対策が、あらゆる角度から万全であると合理的に検証され

るとともに、誰もが納得できる形で審査結果を公表し、さらには、地域住民の合意及び関係周辺市町の同意、理解

が得られない限り、再稼働はあり得ないものと考えている。 

○焼津市 判断できない／新規制基準に適合した場合でも、国から納得できる説明が必要である。 

○川根本町 判断できない／国と県及び御前崎市の判断を尊重する 

○静岡市 無回答／原子力規制委員会による技術的な新規制基準を満たしたとしても、再稼働には周辺住民や関係

機関等の理解を得ることが重要であると考えているため。  

○富士宮市 合格でも認めず／ 原発そのものに反対のため 

○富士市 判断できない／適合性審査の合否情報のみでは、本市として意見を出すものではないと認識している。 

○沼津市 判断できない／各市町の意見を踏まえ、県知事が判断すべきである。 

○清水町 判断できない／再稼働については、安全性の観点等から否定的な見解がある一方、電力の安定的・経済

的調達の観点からの肯定的見解があり、市町で判断すべきものでなく、総合的に国が判断すべきものと考えます。 

○長泉町 判断できない／当町においては、浜岡原発から直線距離で約 90㎞離れた位置に所在しており、PAZ

やUPZの圏外となっている。従って圏内の市町に比べ影響は低いと考えられるため、再稼働の是非について述べ

るべきではないと考える。 

○裾野市 判断できない／原子力規制委員会の適合検査を合格するということは、国として選ばれた専門家により

検討された厳しい規制基準をクリアすることであり、国が責任を持つことになる。また、地元の同意を得られた原発

であれば、再稼働もあり得るものと考えている。 

○御殿場市 合格なら認める／とはいえ、地元自治体の考えが最優先 

○小山町 合格でも認めず ／下記（※次の設問項目への回答）が必要と考える。 

○三島市 判断できない／周辺住民・自治体への十分な説明が必要であり、その上で判断すべきと考えるため、現

時点では判断できない。 

○函南町 判断できない／原子力政策は国策として国が判断、評価すべきことであるから町としては判断できな

い。 

○伊豆の国市 判断できない／国のエネルギー政策や周辺自治体の理解を踏まえ判断すべき 

○伊豆市 判断できない／技術的にクリアしても、地元の合意は必要。 

○熱海市 判断できない／適合性審査に合格しても安全性が担保されているものではなく、国民の安全・安心への

理解が必要となる。また、将来的な使用済み燃料の最終処分方法も確立していない。 

○伊東市 判断できない  

○西伊豆町 判断できない  

○河津町 判断できない／再稼働には反対であるが、委員会の内容についても判断材料とする。 

○東伊豆町 判断できない／審査基準が一般に理解出来ていないため再稼働の有無については、判断が難しい。同

時に、３１キロ圏内の住民がどのように捉えているかも判断の重要な条件。現在、原発が停止している状況下におけ

る電力需給の状況など、浜岡原発の必要性も再検討する必要がある。 

○松崎町 判断できない 

○下田市 判断できない／現行の審査システムとしての原子力規制委員会に対する国民の理解と信頼を向上するこ

とが先決 

○南伊豆町 合格でも認めず  

○県 判断できない／浜岡原子力発電所については、新規制基準への適合性審査以外にも、津波対策工事等を実施

中であること、使用済燃料の処理方法が確立されていないことなどの課題があり、再稼働を考えうる状況にない。 

 



県知事の同意 県議会の同意 御前崎市の同意
御前崎市と
周辺3市の同意

31キロ圏内
11市町の同意

県内35市町の
同意

県民の住民投票 その他

湖西市 ✔ 湖西市

浜松市 ✔ 科学的見地に基づき国が責任を持って、その必要性を判断するべきと考える。 浜松市

磐田市
✔ 福島第一原発の事故の影響は立地する自治体や立地県だけの問題ではなく、再稼働にあたっては、国は福島第一原発

事故を検証し、市民の安全・安心の確保がされることが明らかになってから議論することと考える。
磐田市

袋井市 ✔ ✔ ✔ ✔ 補足として31 キロ圏内11市町の議会の同意が必要 袋井市

森町 ✔ ✔ ✔ 森町

掛川市 ✔ ✔ ✔
✔ 原発の再稼働は、国のエネルギー政策の一つであることや国が事業者に要請して停止した唯一の原発であることから、

国が再稼働のシステムや同意の範囲を法制度として明文化すべきであると考えています。
掛川市

菊川市
✔ 浜岡原子力発電所が建設された当時から現在に至るまで、安全協定に基づき周辺自治体として協議や検討を重ねてき

た歴史や経緯があることから、最低でも４市（※御前崎市、掛川市、菊川市、牧之原市)と考えている。
菊川市

御前崎市 ✔ ✔ 御前崎市

牧之原市 ✔ 原発は国策事業であり、同意の範囲を国がルールとして作るべきである。 牧之原市

吉田町 ✔ ✔ 吉田町

島田市 ✔ 島田市

藤枝市 ✔ ✔ ✔

本市は、原子力災害対策を重点的に実施すべき地域の範囲（ＵＰＺ）に指定され、原発事故に備えた防災対策を課せられて
いることから、当然、同意を得る範囲であると考えている。しかしながら、再稼働の同意を求める範囲として、ＵＰＺ圏内自
治体なのか、または県内自治体なのか、さらに県境の自治体の住⺠意思は無視できるのかなど、明確な根拠を示すこと

ができないことから、国において同意を求める範囲を明確に定め、地元同意の仕組みについてのルールを定めるべきで
ある。

藤枝市

焼津市 ✔ 国及び県並びに関係市町で十分協議していくことが大切であると考える。 焼津市

川根本町 ✔ 川根本町

静岡市
✔ 再稼働には原子力規制委員会による技術的な審査基準を満たすほか、国、県、関係機関、周辺住民等との調整が必要

であると想定されるが、そのために必要なプロセスは国が判断すべき問題であり、個別の自治体が判断するべき問題で
はないと考えているため。

静岡市

富士宮市 ✔ 再稼働そのものに反対 富士宮市

富士市 ✔ 一つの市で判断すべきものではない。 富士市

沼津市 ✔ ✔ ✔ 再稼働にあたっては、立地自治体や周辺自治体の同意の範囲や方法を法制度として明文化すべきである。 沼津市

清水町
✔ 再稼働については、地元住民の合意形成がなされることが望ましいですが、県民のみで決められるものではなく、国に

おいて総合的に判断するべきものであると考えます。
清水町

長泉町 ✔ ✔ ✔ 長泉町

裾野市 ✔ ✔ ✔ 裾野市

御殿場市 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 御殿場市

小山町 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 小山町

三島市
✔ UPZ31キロ圏内の11市町は原子力災害に取り組んでいる地域であり、意見は重要であるが、再稼働の同意を得る対

象範囲については、国が全国的な基準を定めるべきと考えるため。また、県民投票を実施するか否かは県知事及び県議
会が判断することであり、当市としてはその判断を尊重する立場であると考えるため。

三島市

函南町 ✔ 県主導で判断すべきであり、町としては判断できない。 函南町

伊豆の国市 ✔ ✔ ✔ ✔ 県内の他の自治体の意見聴取 伊豆の国市

伊豆市 ✔ ✔ 伊豆市

熱海市 ✔ 熱海市

伊東市 ✔ ✔ ✔ 伊東市

西伊豆町 ✔ 西伊豆町

河津町 ✔ ✔ 影響がどこまで及ぶのかわからないため判断できない 河津町

東伊豆町 ✔ ✔ ✔ 東伊豆町

松崎町 ✔ ✔ ✔ ✔ 松崎町

下田市 ✔ ✔ ✔ 下田市

南伊豆町 ✔ 南伊豆町

県 ✔ 再稼働を考えうる状況にない現時点において、具体的に検討する段階ではない 県

県知事の同意 県議会の同意 御前崎市の同意
御前崎市と
周辺3市の同意

31キロ圏内
11市町の同意

県内35市町の
同意

県民の住民投票 その他

（５） 浜岡原発再稼働に必要とお考えのプロセスをお選びください（複数回答）



 

（６） 浜岡原発の事故を想定して避難方法を定めた「浜岡地域原子力災害広域避難計画」について、

どう評価していますか 

 

○湖西市 妥当 

○浜松市 妥当 

○磐田市 不十分／要配慮施設等への避難対策、交通手段の確保や避難経路対策、安定ヨウ素剤の配布方法の検

討、自主避難者の動向把握及び県外避難先市町の避難施設の選定が不十分である。 

○袋井市 判断できない／現在、「袋井市原子力災害広域避難計画」に基づき、住民等の避難行動を具体化させるた

め、静岡県等と調整し、避難先の県及び市町と避難者受入のためのマニュアル作りを進めているところであるた

め。  

○森町 不十分／原則自家用車での避難としているが、それが困難な住民の避難車両（バス・福祉車両）の確保・避難

のための燃料確保、渋滞対策・独居者等の家族の支援が困難な在宅要配慮者の避難方法の検討 

○掛川市 不十分／広域避難計画には、国や関係機関との調整協議が必要な課題が多い。掛川市の課題として、①

安定ヨウ素剤の事前配布、②降雪時の避難対策（富山県への避難方法など）、③バスや福祉車両の確保、燃料の確

保、渋滞対策、④要配慮者の避難及び放射線防護施設整備の拡充、⑤避難先での感染対策、⑥市民への屋内退避の

有効性の周知。 

○菊川市 不十分／避難等を迅速、確実に実施できるよう、より実効性のある計画にしていくためには、今まで以上

に国や県、関係機関との調整のほか、今後必要となる避難に関する細部についてのマニュアルなどの作成に積極的

に関与し、関係自治体の避難計画の実効性の向上に尽力していただきたい。 

○御前崎市 妥当／計画の枠組みとしては妥当と考えているが、解消すべき課題は残っている。また、計画は策定し

て終わりというものではなく、最新の知見や状況に応じて更新していくものと考えている。御前崎市の課題として、

避難受け入れ先との調整、避難経路及び避難手段の確保、避難経路での燃料や渋滞、除雪対策、要配慮者の避難方

法の検討、避難後における市内の防犯体制の確立などがある。国や県、関係機関の協力をいただき、市民の広域避

難について安全・安心な計画とするため課題を解消していく必要がある。課題の解消は特効薬はないので、関係す

る機関と協議を継続し実施していくことが大切と考えている。 



○牧之原市 不十分／防災訓練等により計画の検証を行い、実効性のある広域避難計画への反映や、関連する計

画、マニュアル等の作成を順次進めていく必要がある。また、現計画の運用に際して、以下の点について実効性が確

保されていない。（1）今後、避難計画へ反映していく課題 ア 避難退域時検査及び簡易除染の検査場所候補施設の

拡充及び実施体制の確立 イ 避難経路及び避難手段の確保における関係機関との協力体制の強化（道路状況の把

握、道路啓開等） ウ 避難経路での燃料確保、渋滞対策、降雪対策の具体化 エ 津波の被災者・避難者の避難方法の

検討 オ  独居者等の家族の支援が困難な在宅の要配慮者の避難方法の検討 カ  家畜についての検討、ペットの具

体的対処 キ  避難後における市内の防災・防犯体制の確立 ク UPZ圏内の安定ヨウ素剤の配布方法の検討 ケ 

 放射線防護施設や避難道路の整備促進 （２） 関連する計画、マニュアル等に関する課題 ア 県外避難先との詳細

協議 イ 住民に求められる行動（事前の備え、緊急時の行動）の理解促進 ウ 緊急時におけるUPZの安定ヨウ素

剤の効率的な配布（市として全域配布を継続要望） エ 病院、社会福祉施設、学校等の避難計画策定の支援 オ 防

災業務関係者の緊急時の適切な防護措置（被ばく管理体制、資機材整備、訓練、研修等） 

○吉田町 判断できない／実行性に欠ける策定途中の段階にある計画であり、今後実行性のある計画となるよう見

直されていくと考える。 

○島田市 妥当／現段階で、関係部署との調整の上で平時決められることは、ほとんど記述されている。大事なの

は、現在の計画に基づき様々なケースを想定した訓練・検証を積み重ね、課題と対策のオプションを整理していくこ

とであり、これにより計画の実効性は担保される。その意味では、計画というより、関係市町を巻き込んだ図上訓練

の精度を上げていく必要はある。 

○藤枝市 判断できない／本市の避難計画は、現在、策定中であり、避難先確保に関する協議を他県と進めている。

早期策定のため、避難先の確保など国、県の継続した策定支援と、避難手段や避難ルート、安定ヨウ素剤の取り扱い

など、市町計画の基礎となる県計画の具体化と不断の見直しを要請する。 

○焼津市 判断できない／評価する立場にない。 

○川根本町 判断できない  

○静岡市 無回答／国の防災基本計画等に基づき策定しているため、一定の基準は満たしていると理解している

が、今後、実効性の高い計画とするためには、各自治体が策定する受入確保計画との連動が必要不可欠であること

から、現時点において広域避難計画を評価することが難しいと考えているため。  

○富士宮市 不十分  

○富士市 判断できない／計画の対象である原子力災害対策重点区域の区域外であるため、本市として計画の妥

当性を判断することは適切ではないと考える。但し、本市は原子力災害が単独で発生した場合の避難先となってい

ることから、今後も平時より情報共有を図っていきたい。 

○沼津市 妥当／今後も継続した検証は必要と考える。 

○清水町 判断できない／再稼働に関する取組みとして、一定の評価はできますが、中部電力エリア外の私が判断

すべきものでないと考えます。 

○長泉町 妥当  

○裾野市 判断できない／浜岡原発の事故の想定は、「原発単独災害」と「地震・津波などとの複合災害」に区分さ

れ、非常に幅広い対応策が必要なものと考えている。現行計画について実行性・有用性を評価できるデータ等が不

足していることから判断はできない。当市の防災計画を含めて、継続的な、検討・修正・深化が必要と考える。 

○御殿場市 判断できない／妥当とは思われるが、これで十分ということは無い！ 

○小山町 不十分／福島の事例のとおり、単なる避難では解決しない。 

○三島市 判断できない／県の策定した広域避難計画は、原子力災害発生時における避難に関する大枠を示したも

のであると理解しており、関係市町が策定する広域避難計画の実効性等を含めて判断すべきと考えるため。 

○函南町 判断できない／国や県が評価すべきことであるから。 

○伊豆の国市 判断できない／当該計画に詳しくない 



○伊豆市 判断できない／避難のための内容は網羅されているが、居住地ではないため、計画の実効性を判断でき

ない。 

○熱海市 妥当／有事の際には、行政の力だけでは避難計画を実行させることは極めて難しい状況であると考えら

れることから、広く県民に原子力災害時の避難行動計画を周知させ、協力を求める観点から、妥当と考える。 

○伊東市 妥当 

○西伊豆町 判断できない  

○河津町 判断できない  

○東伊豆町 不十分／浜岡原発の事故の要因として、人的災害と自然災害が考えられる。そのうち、自然災害では、

県内の多くの自治体が同時に被災し、ライフラインも被害を受ける中で、県内他市町への避難及び県外への避難が

可能なのか、検討内容に疑問が残る。 

○松崎町 判断できない  

○下田市 判断できない／十分な内容なのかを判断する専門知識や能力を有していないため。 

○南伊豆町 判断できない／審査の内容が不透明である 

○県 妥当 ／様々な課題があることは承知しているが、今後は原子力防災訓練等を通じて実効性を高めていく。 

 

  



 

（７） 政府の原子力政策をどう評価していますか 

 

○湖西市 ある程度評価  

○浜松市 判断できない／原子力規制委員会の専門的な判断に委ねるため、市として、判断することはできない。 

○磐田市 判断できない／国によるエネルギー施策の計画であり、市は回答できる立場でないと考える。 

○袋井市 あまり評価せず／核燃料サイクルについては、未だ実現していないことから、長い時間を要することが予

想される。加えて、放射性廃棄物の候補地も決まっていないことから、あまり評価していない。 また、原子力に依存

することに対して、政府が明確な責任のあり方を示していないため。 

○森町 判断できない／評価する判断材料がないため。 

○掛川市 判断できない  

○菊川市 判断できない／エネルギー問題については安全性の確保、需要と供給のバランス、環境への影響・経済性

等について幅広く議論すべき問題であり、エネルギー政策は国策であることから、国が国民の理解を得るなかで判

断すべきと考えており、現段階では判断できない。 

○御前崎市 ある程度評価 ／政府が示すエネルギー政策に対し、一定の理解を示す。 

○牧之原市 ある程度評価 ／県や市町、関係機関と相互に連携・協力しながら広域避難計画の具体化・放射線防護

施設の整備などの施策について推進している。 

○吉田町 判断できない／国策であるため町としての回答は控える。 

○島田市 無回答／国の政策判断に対するコメントについては、回答を差し控えさせていただきます。 

○藤枝市 あまり評価せず／国が定めるエネルギー政策の基本的方針となる「エネルギー基本計画」において、安全

性、安定供給、経済性、環境など国内の事情や国際情勢にあわせ、原子力の必要性について十分な議論が必要であ

ると考える。 

○焼津市 判断できない／原子力政策は国策であり、国民に対して必要十分な説明を丁寧にするべきである。 

○川根本町 あまり評価せず  

○静岡市 無回答／エネルギー基本計画（2030年）において原子力を電力源と想定している一方、東日本大震災

による被害状況から、原子力の安全性を再検証する必要性が生じているため、現時点において、原子力政策を総合



的に評価することは難しいと考えているため。 

○富士宮市 全く評価せず 

○富士市 判断できない／日本のエネルギー政策の基本的な方向性については国が「エネルギー基本計画」として

策定し、2030年、2050年に向けた方向性を明記したところであるが、国全体の長期的な政策については有識

者の知見を踏まえて国が評価すべきと考える。 

○沼津市 ある程度評価 ／安全性の確保を前提として、地球温暖化といった環境問題及びエネルギー資源を海外に

依存している我が国の状況を踏まえ、国のエネルギー政策の基本方針である、省エネルギー・再生可能エネルギーの

最大限の導入・火力発電の効率化・原発依存度の可能な限りの低減に向けた取組は評価できる。 

○清水町 判断できない／エネルギーのほとんどを輸入に頼っていることから、一定量以上のエネルギーは国内で

調達することが望ましいと考えるため、ある程度は必要な政策と考えますが、私が独自に評価すべきものでないと

考えます。 

○長泉町 判断できない／（４）で回答したように、当町のおかれている状況から政策の評価について判断すべきで

はないと考える。 

○裾野市 判断できない／原子力（エネルギー）政策は、国において責任をもって策定すべきものと考えている為、

意見を述べる立場にない。 

○御殿場市 ある程度評価 ／政策は評価するが、もっとハッキリ言ったほうがよい。 

○小山町 あまり評価せず  

○三島市 判断できない／原子力政策を含めたエネルギー政策については、国家政策であり当市が評価すべきこと

ではないと考えるが、エネルギー安全保障の観点や環境保護の点など様々な視点から判断する必要があると考え

る。 

○函南町 判断できない／原子力政策は国策であるから。 

○伊豆の国市 判断できない／判断するほど精通していない 

○伊豆市 ある程度評価  

○熱海市 あまり評価せず ／「原発依存度を可能な限り低減させる」方針を示しているものの、使用済み燃料の最終

処分方法が具体的に確立されていない。 

○伊東市 判断できない 

○西伊豆町 あまり評価せず  

○河津町 判断できない  

○東伊豆町 判断できない／地球温暖化、温室効果ガス排出“０”を達成するため、原発の再稼働を視野に入れてい

る国の施策が本当に正しいのか。他のエネルギー政策が道半ばの中で、原発を中心としたエネルギー政策を推進し

ていいのか疑問である。自然の力は、人間の想定を上回ることはこれまでの災害で経験しており、現在の規制委員

会の安全基準で安全性が担保されるのか。判断は難しい。 

○松崎町 判断できない  

○下田市 ある程度評価 ／過去からの宿題であるにもかかわらず、今の政府が一定以上の誠意をもって対応してい

ると感じる。 

○南伊豆町 あまり評価せず／ 原発に反対のため。（原発に代わるエネルギー政策が進んでいない） 

○県 あまり評価せず／原子力発電所の問題はエネルギー政策の根幹に関わるものであるが、政府、原子力規制委

員会、原子力事業者で責任が曖昧なままである。 

 

  



 

（８） 電力源としての浜岡原発をどう評価していますか 

 

○湖西市 ある程度必要  

○浜松市 判断できない／原子力規制委員会の審査結果を踏まえた国による調整の内容を確認し判断すべきもの

と考えているため、市として、判断することはできない。 

○磐田市 判断できない／市として回答できる立場にはないと考える 

○袋井市 ある程度必要 ／化石燃料に依存することは、世界的な観点から、地球温暖化等の環境面で問題であり、

現状においては、電力源のベストミックスを踏まえ、一定規模必要と考える。  

○森町 ある程度必要 ／政府の掲げる「温室効果ガス 2050年実質ゼロ」を達成するためには、現状では原子力発

電は必要と感じるため。 

○掛川市 判断できない  

○菊川市 判断できない／前問と同じ 

○御前崎市 大いに評価 ／安定的なエネルギーの確保とカーボンニュートラルの両立のため、原子力発電は必要で

ある。 

○牧之原市 判断できない／エネルギー基本計画を国が見直し中である現状では、判断する状況にはない。 

○吉田町 判断できない／評価する立場にない。 

○島田市 無回答／個別電力会社に対するコメントについては、回答を差し控えさせていただきます。 

○藤枝市 全く必要でない／現状での中部電力における電力源の状況は、原子力発電に依存していない。また、原

子力災害対策重点区域（PAZ、UPZ）が人口約９３万人となる本地域に設置されている点と、東海地震（南海トラフ

巨大地震）の想定震源域であることから、福島第一事故後に当時の首相の要請を受けて全炉停止した特殊な経緯が

あるため。 

○焼津市 判断できない／評価する立場にない。 

○川根本町 判断できない／安全性が確保されることが第一で、需要と供給のバランスを確保するためには電力源

としては必要である。 

○静岡市 無回答／前設問で回答したとおり、現時点において、原子力政策を総合的に評価することが難しいこと



から、浜岡原発についても評価することは難しいと考えているため。 

○富士宮市 全く必要でない／ 現在、再生可能エネルギーにシフトしている状況のため 

○富士市 判断できない／浜岡原子力発電所の電力の効果は富士川以西（60Hz供給区域）に限られ、富士川以東

の電力供給と合わせて、総合的に評価すべきであるため、本市として、特定の原発の必要性を一意に判断するもの

ではないと考える。 

○沼津市 判断できない／個別の施設については評価する立場にないため判断できない。 

○清水町 判断できない／エネルギーのほとんどを輸入に頼っていることから、一定量以上のエネルギーは国内で

調達することが望ましいと考えますが、中部電力エリア外の私が判断すべきものでないと考えます。 

○長泉町 判断できない／エネルギー政策として、浜岡原発のみならず国全体の電力源の在り方を考える必要があ

る。 

○裾野市 判断できない／原子力（エネルギー）政策は、国において責任をもって策定すべきものと考えている為、

意見を述べる立場にない。 

○御殿場市 大いに必要／将来的にはもちろん廃炉を目指すべきだが、現状の火力発電の状況を考えれば必要だと

考える 

○小山町 あまり必要でない／自然エネルギー政策に転換すべき。 

○三島市 判断できない／電力を安定的に供給するためには、再生可能エネルギーの比率を高めつつ、電力のベス

トミックスが重要であると考えるが、発電コストや環境、エネルギー安全保障、産業界に与える影響等、当市では判

断できかねる要素があるため。 

○函南町 判断できない／原子力政策は国策として国が評価、判断すべきことであるから。 

○伊豆の国市 判断できない／国のエネルギー政策による 

○伊豆市 判断できない／伊豆は東電管内 

○熱海市 あまり必要でない／１０年間稼働していなくても、電力の逼迫(ひっぱく)を引き起こす事態がなかったと

考える。 

○伊東市 判断できない  

○西伊豆町 判断できない  

○河津町 判断できない  

○東伊豆町 判断できない／現在、原発が停止している状況下における電力需給の状況など、火力発電に頼ってい

ることは理解するが、浜岡原発の必要性を再検討する必要がある。 

○松崎町 判断できない  

○下田市 判断できない／受給バランス、燃料調達、地球温暖化防止（CO2削減）等の総合的な分析が本市ではで

きないため。 

○南伊豆町 全く必要でない 

○県 判断できない／現時点で再稼動できる状況にないと考えている。 

 

  



 

（９） 経済・雇用対策としての浜岡原発をどう評価していますか 

 

○湖西市 ある程度必要  

○浜松市 判断できない／原子力規制委員会の審査結果を踏まえた国による調整の内容を確認し判断すべきもの

と考えているため、市として、判断することはできない。 

○磐田市 判断できない 

○袋井市 あまり必要でない／本市において、経済・雇用対策にはあまり影響がないため。  

○森町 判断できない／経済効果がどの程度あるのか不明なため。 

○掛川市 判断できない 

○菊川市 判断できない 

○御前崎市 大いに必要／ 経済・雇用に寄与している。 

○牧之原市 無回答／経済・雇用対策と原子力発電所の評価と同じ土俵に置くべきではないと考えるため、評価で

きない。 

○吉田町 判断できない／評価する立場にない。 

○島田市 無回答／個別電力会社の施策に対するコメントについては、回答を差し控えさせていただきます。 

○藤枝市 判断できない／経済・雇用対策の評価は、本市において該当は無い。 

○焼津市 判断できない／評価する立場にない。 

○川根本町 ある程度必要 ／地元への影響を考慮するべき。 

○静岡市 無回答／経済・雇用対策の影響評価はしておらず、個別の自治体が特定の発電所の評価をすることは難

しいと考えているため。  

○富士宮市 全く必要でない／原子力災害は、人災であり、電力会社は住民避難計画を主体になって計画策定すべ

きである。使用済核燃料や、放射性廃棄物がある以上、再稼働しなくても危険であることを認識してほしい。自然災

害は時として、人知を超え想定外になりうる。さらに危険となりえる原子力発電は即刻廃炉すべきである。 

○富士市 判断できない／浜岡原子力発電所の電力の効果は富士川以西（60Hz供給区域）に限られ、富士川以東

の電力供給による経済効果、雇用状況と合わせて、総合的に評価すべきであり、本市として、特定の原発の必要性



を一意に判断するものではないと考える。 

○沼津市 判断できない／地元自治体が判断するべきものであると考える。 

○清水町 判断できない／関連事業に従事されている方やその他の地域の経済循環の一端を担っていると考えま

すが、中部電力エリア外の私が判断すべきものでないと考えます。 

○長泉町 判断できない／浜岡原発周辺地域の、経済、雇用を考えると必要なことは否めないが、総合的な判断は

困難である。 

○裾野市 判断できない／意見を述べる立場にない。また、判断できる正確な資料（データ）もない。 

○御殿場市 ある程度必要 ／火力発電に代わる技術が確立するまでの経済を考えるとそろそろ決断すべき 

○小山町 あまり必要でない／自然エネルギー政策に転換すべき。 

○三島市 判断できない／浜岡原発が当市に与える経済・雇用面の影響は軽微であると思われるため。 

○函南町 ある程度必要 ／客観的に、経済・雇用対策として原発を作る（稼働させる）必要性は感じないが、浜岡原

発の地元の考えを重視すべき。 

○伊豆の国市 判断できない／経済・雇用対策として原発を考えるのは不適切 

○伊豆市 判断できない／地元の状況を承知していない。 

○熱海市 判断できない／当市は、地域的に影響が極めて低いと考える。ただし、観光業を基幹産業とする当市に

おいて、万一、事故が発生した場合の風評被害等が懸念される。また、浜岡原発周辺市町では、経済・雇用対策とし

てはある程度必要ではないかと推測されます。 

○伊東市 判断できない 

○西伊豆町 判断できない 

○河津町 判断できない 

○東伊豆町 判断できない／原発により、国、事業者からの市町への交付金等や原発で働く人材、また関連事業者

など地域への貢献は大きく、行政側からみれば、国、事業者からの交付金等は魅力であるが、住民の安全を最優先

とした場合、原発の是非に経済・雇用の効果の是非をもって、浜岡原発の是非を問うのはいかがなものか、大変難し

い判断である。 

○松崎町 判断できない 

○下田市 判断できない／過大なリスクを伴うエネルギー産業について、経済対策という側面だけで捉えることは

できない。 

○南伊豆町 全く必要でない 

○県 判断できない／現時点では稼働停止中であるが、浜岡原子力発電所では、点検や修繕業務等で約 3,000人

の方が働いている。前述のとおり、発電所内に設置した原子力安全技術研究所では、廃炉技術の研究に取り組んで

おり、こうした取組が、原子力発電所の安全技術・安全文化の「浜岡モデル」と称されるまでに育つことを期待して

いる。 

 

  



 

（１０） そのほか、浜岡原発や原子力防災、住民避難、原子力政策などについてご意見があればご自

由にお書きください 

○沼津市 安全性の確保が大前提であるが、大規模災害時等における対策として、県及びUPZ圏内の市町等と連

携協力し、住民避難計画の推進等に努めたい。 

○裾野市 原子力災害に関しても、考えられる想定はしておいた方が良いため、裾野市地域防災計画における原子

力災害に関する計画も具体化を進める必要があるものと考える。 

○御殿場市 そもそも、停止しているから良いとか、廃炉にするから良いという問題ではない！燃料棒が在るのに

停止で安心しているのもおかしいし、科学的根拠があって安全確認されても反対するのはおかしい！根本的な解決

をもっと議論すべき！！火力発電による CO2の排出や、高値で購入しているコークス（Ｃ）の話を出さないのはお

かしい！！ 

○熱海市 使用済み燃料の最終処分方法など原子力政策に対する課題は山積している。私たちは、未来の世代への

「負の遺産」を残さないようにしていかなければならない。 

○河津町 国のエネルギー施策と国民の安全・安心の問題であるので、町長として現状での判断は難しい。 

○下田市 エネルギーの最適化（ベストミックス）について、あるいは、総消費量の削減に向けたライフスタイルの見

直しについてといった、総合的、俯瞰(ふかん)的な思想を国民全体で（世界全体で）行うことが、本質的なＳＤＧｓで

はないかと考える。 


