
２０１１年１２月１４日（１）第　６６　号　 明 る い 東 海

明るい東海　明るい東海
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�議会運営委員会

文教厚生委員会
原子力問題調査特別委員会

大名 美恵子
３期

村松２４０１－２
TEL/FAX（２８４）０７６１

 

川 � 篤 子
１期

建設経済環境委員会
ひたちなか地区問題調査特別委員会
自治基本条例調査特別委員会

白方２８４－１
TEL/FAX（２８２）０２２９

（１）震災で被害がありましたか。

（人）

ア．あった　 ………………………………………………… 　１０８０

イ．なかった　 ……………………………………………… 　１１１

（２）被害があった方に伺います。被害の内容は何ですか。（複数可）

（人）

ア．けが　 …………………………………………………… 　　７４

イ．家屋の損壊　 …………………………………………… 　７４１

ウ．家具・家財　 …………………………………………… 　６４５

エ．塀の損壊　 ……………………………………………… 　３９２

オ．農業被害　 ……………………………………………… 　　６６

カ．その他　 ………………………………………………… 　１３５

（３）家屋の全壊、半壊、大規模半壊には一定の支援がありますが、

一部損壊や宅地の被害には全く支援がありません。どう思いま

すか。（２４２人の回答者から意見が寄せられました）

（４）地震などの災害によって住宅や家財に損害があったときに、所

得控除される「雑損控除」という制度を知っていますか。

（人）

ア．知っている　 …………………………………………… 　４８６

イ．知らない　 ……………………………………………… 　６８１
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この度、アンケートを実施しましたところ、多くのみなさまからご回答を寄せていただき本当にありがとうござい　この度、アンケートを実施しましたところ、多くのみなさまからご回答を寄せていただき本当にありがとうござい
ました。ました。
集計の結果を別記の通りご報告いたします。なお、沢山のご意見が寄せられましたが、これにつきましてはプライ　集計の結果を別記の通りご報告いたします。なお、沢山のご意見が寄せられましたが、これにつきましてはプライ

バシーの権利に配慮の上、追って別の方法により発表させていただきますのでご了承ください。バシーの権利に配慮の上、追って別の方法により発表させていただきますのでご了承ください。
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（回収数と質問項目の回答数の合計は一致しません。）（回収数と質問項目の回答数の合計は一致しません。）

１２／１現在回収数：１２２５通
日本共産党東海村議団　　２０１１年１１月実施
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明 る い 東 海（２）２０１１年１２月１４日 第　６６　号　

（５）避難場所へ行きましたか。    

（人）

ア．行った　 ………………………………………………… 　２７１

イ．行かなかった　 ………………………………………… 　９１５

（６）避難場所に行った方に伺います。

　　　次の項目で困った点は何ですか。（複数可） 

（人）

ア．飲料水 …………………………………………………… 　１８４

イ．食料 ……………………………………………………… 　１２７

ウ．照明 ……………………………………………………… 　　９１

エ．トイレ …………………………………………………… 　１９１

オ．暖房 ……………………………………………………… 　１２２

カ．その他 …………………………………………………… 　　３１

（７）避難場所に行かなかった方に伺います。

　　　困った点をご記入ください（複数可）。

（人）

ア．飲料水　 ………………………………………………… 　７５５

イ．食料　 …………………………………………………… 　４２２

ウ．照明　 …………………………………………………… 　５７２

エ．トイレ　 ………………………………………………… 　６７８

オ．暖房　 …………………………………………………… 　３０４

カ．その他　 ………………………………………………… 　　８８

（８）その他、震災で困ったことをお聞かせください。（複数可）

（人）

ア．震災情報　 ……………………………………………… 　５５１

イ．医療　 …………………………………………………… 　１１３

ウ．ガソリン　 ……………………………………………… 　９５５

エ．津波　 …………………………………………………… 　　３８

オ．その他　 ………………………………………………… 　１７１

（１）東京電力福島第一原発の事故発生を知ってどう思いましたか。

（人）

ア．大事故が起こるとは思っていなかった　 …………… 　５４１

イ．前から事故を心配していた　 ………………………… 　２７６

ウ．環境汚染や被曝を考え不安になった　 ……………… 　６０８

エ．その他　 ………………………………………………… 　　８２
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２０１１年１２月１４日（３）第　６６　号　 明 る い 東 海

（５）個人住宅への太陽光発電設置に対する村の補助事業は、順番待

ち状態で希望しながら補助を受けられない人との間で格差が生

まれています。あなたはどう思いますか｡（複数可）

（人）

ア．予算を増やし枠の拡大をはかる ……………………… 　５１４

イ．額を減らして枠を広げる ……………………………… 　３６８

ウ．やむを得ない …………………………………………… 　２８７

（３）東海第２発電所は、運転開始以来３３年になります。 

現在定期検査中で止まっていますが、今後についてお伺いしま

す。

（人）

ア．運転を続ける　 ………………………………………… 　２７０

イ．再稼働をせず廃止する　 ……………………………… 　７０１

ウ．その他　 ………………………………………………… 　１９７

（４）今後のエネルギーについてお聞かせください。 

（人）

ア．原発に依存したエネルギーを続ける　 ……………… 　１５０

イ．原発を減らし自然エネルギーを採用する　 ………… 　５２４

ウ．原発依存をやめ自然（再生可能）

　　エネルギーに変えてゆく　 …………………………… 　５２７

（６）原発事故による、大気・土壌・海洋など広範囲な環境汚染につ

いてどう思いますか。

（人）

ア．心配していない　 ……………………………………… 　１０７

イ．不安である　 …………………………………………… 　４０１

ウ．調査・測定し公表してほしい　 ……………………… 　８２６

（２）日本原子力発電東海第２発電所は、大震災の時、福島原発と同

じような事故を起こす寸前の状態になりました。このことを

知っていますか。 

（人）

ア．知っている　 …………………………………………… 　７６１

イ．知らなかった　 ………………………………………… 　４２６



明 る い 東 海（４）２０１１年１２月１４日 第　６６　号　

（７）放射能汚染について、環境放射線の測定と公表は、

　　　何を（どこを）希望しますか。（複数可）

（人）

ア．大気中　 …………………………………………………… 　７５９

イ．水道水　 …………………………………………………… 　９８０

ウ．食料品　 …………………………………………………… 　８９５

エ．宅地　 ……………………………………………………… 　５１２

オ．農地　 ……………………………………………………… 　４９５

カ．公園　 ……………………………………………………… 　３４５

キ．通学路　 …………………………………………………… 　３５５

ク．その他　 …………………………………………………… 　１４０

（人）

性別 男 ………………………………………………………… 　６３４

 女 ………………………………………………………… 　５１３

（人）

年齢 １０代 ……………………………………………………… 　　６

 ２０代 ……………………………………………………… 　　６９

 ３０代 ……………………………………………………… 　１７７

 ４０代 ……………………………………………………… 　１７８

 ５０代 ……………………………………………………… 　１６８

 ６０代 ……………………………………………………… 　３４１

 ７０代以上 ………………………………………………… 　２６６

（人）

職業 正規勤め ………………………………………………… 　３４６

 非正規勤め ……………………………………………… 　１２１

 自営業 …………………………………………………… 　　６４

 専業主婦 ………………………………………………… 　１５８

 学生 ……………………………………………………… 　　６

 年金生活 ………………………………………………… 　３９４

 その他 …………………………………………………… 　　４４

（人）

ア．やむを得ない　 ………………………………………………… 　２９８

イ．反対です　 ……………………………………………………… 　７１４

ウ．わからない　 …………………………………………………… 　１５９
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（人）

ア．反対 ……………………………………………………………… 　９０８

イ．やむを得ない …………………………………………………… 　１０６

ウ．わからない ……………………………………………………… 　１４９
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