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即時原発
ゼロ、⾃
然エネル
ギー
100％に
参は○否
は×

原発ゼロ
を⽬指す
（即時と
は限ら
ず）

即時ゼロ
にすべき
である

即時ゼロは現
実的ではない
ので期限を
きってゼロに
向け
た⾏程を作成
する

新設も再
稼働も認
めずゼロ
を⽬指す

新設は認
めないが
住⺠が賛
同すれば
再稼働は
認める

再⽣エネ
ルギーを
推進する
が代替エ
ネルギー
として⾒
通しがた
つまでゼ
ロにはで
きない

再⽣エネ
ルギーを
推進しつ
つもゼロ
にするこ
とを優先
的に⾏う

          コメント

埼⽟ 1 たけまさ 公⼀ 希望
埼⽟ 1 ⼩檜⼭  清⼈ 維新
埼⽟ 1 とば 恵 共産

埼⽟ 1 村井 ひでき ⾃⺠ × ○ ○

原発については、安全保障との関連や電⼒
コストに与える影響を勘案しつつ将来的に
は
廃⽌を⽬指すべき。

埼⽟ 2 すが かつみ 希望
埼⽟ 2 平川 みちや 共産
埼⽟ 2 しんどう 義孝 ⾃⺠
埼⽟ 3 飯⽥ 剛 幸福
埼⽟ 3 ⽯川 英⾏ 無所属 送付不可
埼⽟ 3 みわ あさみ 希望
埼⽟ 3 きかわだ ひとし ⾃⺠
埼⽟ 3 ⼭川 ゆりこ ⺠主 ○ ○ ○2030年まで
埼⽟ 3 ⾕古宇  勘司 維新
埼⽟ 4 あさか英義 共産
埼⽟ 4 吉⽥ よしのり 希望
埼⽟ 4 ⻘柳 仁⼠ 維新
埼⽟ 4 とよた  真由⼦ 無所属
埼⽟ 4 穂坂 やすし ⾃⺠ × ○
埼⽟ 5 まきはら ひでき ⾃⺠
埼⽟ 5 枝野 幸男 ⺠主
埼⽟ 5 ⾼⽊ ひでふみ 希望 × ○ ○2030年まで ２０３０年までに原発0を⽬指しております。
埼⽟ 6 ⼤島 あつし 希望
埼⽟ 6 中根 かずゆき ⾃⺠
埼⽟ 6 ⼾⼝ 佐⼀ 共産
埼⽟ 7 ⻑沼 ちね 共産
埼⽟ 7 こみやま 泰⼦ 希望
埼⽟ 7 神⼭ 佐市 ⾃⺠
埼⽟ 8 つじ モトミ 共産
埼⽟ 8 おのづか  勝俊 希望
埼⽟ 8 しばやま  昌彦 ⾃⺠
埼⽟ 9 神⽥ 三春 共産
埼⽟ 9 ⼤塚 拓 ⾃⺠
埼⽟ 9 すぎむら 慎治 希望
埼⽟ 10 柿沼 遥輝 共産
埼⽟ 10 坂本 ゆうのすけ 希望
埼⽟ 10 ⼭⼝ たいめい ⾃⺠
埼⽟ 11 柴岡 ゆうま 共産
埼⽟ 11 今野 ともひろ 無所属
埼⽟ 11 三⾓ そうた 希望 送付不可
埼⽟ 11 ⼩泉 りゅうじ 無所属

埼⽟ 12 森⽥ としかず 希望 × ○ ○2030年代 ○
現在存在する原発について維持管理費を捻
出する必要があるため活⽤しつつ廃⽌に向
けた段取りを進める。

埼⽟ 12 林 ひでひろ 共産
埼⽟ 12 野中 あつし ⾃⺠
埼⽟ 13 北⾓ よしゆき 希望
埼⽟ 13 つちや 品⼦ ⾃⺠
埼⽟ 13 池⽥ まさよ 社⺠
埼⽟ 14 榛野 博 維新
埼⽟ 14 苗村 京⼦ 共産
埼⽟ 14 鈴⽊ よしひろ 希望
埼⽟ 14 三ツ林 ひろみ ⾃⺠
埼⽟ 15 ⽥中 りょうせい ⾃⺠

埼⽟ 15 梅村 さえこ 共産 ○ ○ ○
福島の避難者の⽣活はもどっていません。
原発再稼働に反対です。原発ゼロ、再⽣可
能エネルギー先進国を⽬指します。

埼⽟ 15 ⾼橋 英明 維新
埼⽟ 15 ⾼⼭ さとし 希望


