
【調査の概要】
調査期間：　　2017年9月9日（土）～10日（日）
調査方法：　　電話法（RＤＤ）
調査対象：　　福井県おおい町の18歳以上の男女991人
回答数（率）：　597人（60.2％）

1． 賛成 ･････････ 40.9 ％
2． どちらかといえば賛成 ･････････ 28.0 ％
3． どちらかといえば反対 ･････････ 15.6 ％
4． 反対 ･････････ 9.4 ％
5． わからない、無回答 ･････････ 6.2 ％

1． 原発の安全対策が進んだから ･････････ 12.2 ％
2． 地域経済や雇用の確保に必要だから ･････････ 51.8 ％
3． 電気料金が抑えられるから ･････････ 4.6 ％
4． 温暖化の防止に役立つから ･････････ 4.4 ％
5． 電力の安定供給に必要だから ･････････ 17.5 ％
6． その他 ･････････ 0.7 ％
7． わからない、無回答 ･････････ 8.8 ％

1． 原発の安全性に不安があるから ･････････ 26.2 ％
2． 避難計画が十分ではないから ･････････ 6.7 ％
3． 事故が起きた場合の責任の所在が明確でないから ･････････ 10.7 ％
4． 原発から出る核のゴミの問題が解決していないから ･････････ 23.5 ％
5． 原発がなくても電力は足りているから ･････････ 17.4 ％
6． その他 ･････････ 1.3 ％
7． わからない、無回答 ･････････ 14.1 ％

1． おおいに感じている ･････････ 15.1 ％
2． ある程度感じている ･････････ 39.7 ％
3． あまり感じていない ･････････ 28.3 ％
4． まったく感じていない ･････････ 12.7 ％
5． わからない、無回答 ･････････ 4.2 ％

大飯原発再稼働に関する意識調査（RDD追跡法）　単純集計結果

第１問
大飯原発の３号機と４号機は、東京電力の福島第一原発の事故の後に定められた新しい基準に合格し、
おおい町の住民を対象にした説明会も開かれるなど、再稼働に向けた準備が進んでいます。
あなたは、大飯原発３、４号機の再稼働に賛成ですか。それとも反対ですか。
次に読み上げる４つの中から１つ選んでお答えください。

第２問　〔第1問で1または2の人に〕
あなたが再稼動に賛成する理由は何でしょうか。
次に読み上げる５つの中から、最も当てはまるものを１つ選んでお答えください。
（分母＝411人）

第３問　〔第1問で3または4の人に〕
あなたが再稼動に反対する理由は何でしょうか。
次に読み上げる５つの中から、最も当てはまるものを１つ選んでお答えください。
（分母＝149人）

第４問
あなたは、大飯原発で大きな事故が起きる不安を感じていますか。それとも感じていませんか。
次の４つの中から１つお答えください。
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1． 十分受けたと思う ･････････ 6.9 ％
2． ある程度受けたと思う ･････････ 31.7 ％
3． あまり受けていないと思う ･････････ 40.2 ％
4． まったく受けていないと思う ･････････ 15.6 ％
5． わからない、無回答 ･････････ 5.7 ％

1． よく理解している ･････････ 9.4 ％
2． ある程度理解している ･････････ 37.4 ％
3． あまり理解していない ･････････ 33.0 ％
4． まったく理解していない ･････････ 15.2 ％
5． わからない、無回答 ･････････ 5.0 ％

1． 十分できると思う ･････････ 7.4 ％
2． ある程度できると思う ･････････ 31.7 ％
3． あまりできないと思う ･････････ 38.0 ％
4． まったくできないと思う ･････････ 15.1 ％
5． わからない、無回答 ･････････ 7.9 ％

1． 地震、津波などの複合災害で、避難道路が通行できなくなる ･････････ 14.4 ％
2． 避難する住民の車によって、大渋滞が発生する ･････････ 24.1 ％
3． 高齢者、障害者など自力での避難が難しい人が取り残される ･････････ 20.8 ％
4． 自家用車がない人のための避難用バスが来ない ･････････ 5.2 ％
5． 避難に必要となる正確な情報が得られない ･････････ 20.4 ％
6． その他 ･････････ 0.7 ％
7． わからない、無回答 ･････････ 14.4 ％

1． 段階的避難の指示に従う人が多いと思う ･････････ 35.2 ％
2． 独自の判断で避難をする人が多いと思う ･････････ 49.4 ％
3． わからない、無回答 ･････････ 15.4 ％

第７問
おおい町の避難計画で、あなたは安全に避難できると思いますか。それとも思いませんか。
次の４つの中から１つお答えください。

第８問
原発における事故が発生し、避難をすることになった場合、あなたが最も不安に思うことは何ですか。
次の５つの中から１つお答えください。

第９問
避難計画では、原発から５キロ圏内の住民が先に避難して、
３０キロ圏内の住民はそのあとに避難する「段階的避難」を行うとされています。
おおい町の住民はこの「段階的避難」の指示に従う人が多いと思いますか。
それとも指示に従わず、独自の判断で避難をする人が多いと思いますか。

第６問
あなたは事故が起きた際、おおい町が策定する避難計画で、
自分や家族がどのように行動することになっているか、理解していますか。
次の４つの中から１つお答えください。

第５問
おおい町では、原発事故が起きたときの避難計画を３年前に策定し、現在も改訂作業を進めています。
あなたは、この避難計画について、説明を十分受けたと思いますか。それとも思いませんか。
次の４つの中から１つお答えください。
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1． 加えるべきだ ･････････ 66.5 ％
2． 加える必要はない ･････････ 19.9 ％
3． わからない、無回答 ･････････ 13.6 ％

1． 男性 ･････････ 51.3 ％
2． 女性 ･････････ 48.7 ％

1． １８～１９歳 ･････････ 0.8 ％
2． ２０代 ･････････ 1.7 ％
3． ３０代 ･････････ 6.4 ％
4． ４０代 ･････････ 11.7 ％
5． ５０代 ･････････ 16.2 ％
6． ６０代 ･････････ 26.0 ％
7． ７０歳以上 ･････････ 34.5 ％
8． 無回答 ･････････ 2.7 ％

1． 男性18～39歳 ･････････ 4.7 ％
2． 男性40代 ･････････ 6.7 ％
3． 男性50代 ･････････ 9.0 ％
4． 男性60代 ･････････ 14.4 ％
5． 男性70歳以上 ･････････ 15.1 ％
6． 女性18～39歳 ･････････ 4.2 ％
7． 女性40代 ･････････ 5.0 ％
8． 女性50代 ･････････ 7.2 ％
9． 女性60代 ･････････ 11.6 ％
10． 女性70歳以上 ･････････ 19.4 ％
11． 無回答 ･････････ 2.7 ％

1． 農林漁業 ･････････ 6.9 ％
2． 自営業 ･････････ 7.5 ％
3． 勤め人 ･････････ 29.6 ％
4． 主婦 ･････････ 16.1 ％
5． 学生 ･････････ 1.0 ％
6． 無職 ･････････ 35.7 ％
7． その他、無回答 ･････････ 3.2 ％

年層

性・年層

職業

第１０問
現在の基準では、避難計画の審査は原発の再稼動を認める要件には含まれていません。
あなたは、避難計画の審査も再稼働の要件に加えるべきだと思いますか。
それとも、加える必要はないと思いますか。

性別
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