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企画のタイトル 

 地域社会との関係性を踏まえた原子力のあり方について考える対話の実践 
 
１．企画の目的 

 最近、原子力発電の再稼動が徐々に見られるようになってきており、立地地域において、
今後、原子力発電をどうするかを検討することが重要となっている。その際、立地地域の生
活との関連性を踏まえることが、再稼動に関する意思決定に大きな影響を与えることは想

像に難くない。 
 ここで重要なのは、地域社会と原発の関係性が肌感覚でわかるような情報をどのように
入手し、提示するかである。震災後、高浜原発や大間原発、泊原発などを焦点として、訴訟

が起こるなど、地域社会と原発との軋轢が各所で報告されている。また、再稼動した川内原
発や伊方原発でも同様に訴訟が起きており、そのような情報は、メディアを通して人々に伝
えられている。しかし、地域住民が原発について、何を考え、何を感じているのかについて

は、メディアから十分に伝えられているという状態ではなく、またそのような調査や報告も
ほとんどない。地域社会と原発の関係性を肌感覚で感じることができるような情報の収集、
その提示方法の工夫が必要となる。 

 本企画では、東海村住民の視点から大間視察を行い、そこで感じた大間町と原発の関係性
を持ち帰ることで、東海村において、改めて「私たちの地域は原子力とどのように付き合う
か」を考え、対話するワークショップを行う。 

 ワークショップにおける情報共有の方法にこだわる（フォトボイスの活用）ことによって、
肌感覚で伝わる地域社会と原発との関係性を示した上で、原子力のあり方について対話を
実施する。単にエネルギーの必要性の議論にとどまらず、自分たちの生活に話題を踏み込む



2 
 

ことによって、より現実的な原子力と共に生きる将来を描き出せることを期待した。 

 
２．企画の実施内容 
 上記の目的を達成するために、本企画では、（１）大間町視察、と（２）東海村ワークシ

ョップの開催、を行った。なお、本企画は大間町、電源開発株式会社および東海村にご協力
いただき実施した。 
 それぞれの実施概要を以下に示す。 

 
（１）大間町視察の概要 
 

日時：2017 年 11 月 12 日（日）～11 月 14 日（火） 
   （※視察は 11 月 13 日に行った。前後日は移動日である） 
視察場所：大間町の各施設（後述）、大間原子力発電所、大間町役場 

視察者： 
 清宮伸太郎（東海村住民、東海村商工会会員） 
 稲田健一郎（東海村役場職員） 

 木村  浩（NPO法人パブリック・アウトリーチ、原子力専門家、首都圏住民） 
 竹中 一真（NPO法人パブリック・アウトリーチ、首都圏住民） 

 その他、記録 1名、随行 1名 

 
 大間町視察では、大間町における原子力と人々との生活との関係を中心に視察した。具体
的には、以下を実施した。 

 
 ①大間町と原発との関連を探る視察 
 ②大間原発視察 

 ③電源開発株式会社職員に対するインタビュー 
 ④大間町役場へのインタビュー 
 

 ①～④の大間町視察を通じて、視察者は、感じたこと、気づいたことを写真に撮っておき、
ワークショップにおける情報共有に用いる（フォトボイス用の記録）。したがって、上記の
視察では、そこに暮らす人々の肌感覚を知る工夫も散りばめた。 

 大間町視察には、視察者として、東海村商工会会員 1 名、東海村役場職員 1 名、当 NPO
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職員 2名が赴いた（その他、記録者が 1名）。異なる背景を持つ 4人が大間町視察を実施す

ることで、異なる視点からの気づきや感じ方を得ることができ、また、東海村住民による目
を通して大間町を視察することによって、自らが住む地域と大間町との共通点や相違点を
明らかにすることも期待できる。これによって、東海村ワークショップで、より内容の濃い

情報提供や意見交換につながることを期待した。なお、①～④の大間視察詳細記録について
は付録 1に記している。 
 

①大間町と原発との関連を探る視察 
 11 月 13 日の午前は、原子力発電所の誘致によって町にどのような影響が表れているかを
知るために、大間町の各地を視察した。市街地を実際に歩いて町の雰囲気を肌で感じるとと

もに、電源三法交付金が投入されている施設群の視察も行った（主に、建設に交付金を用い
た施設を視察した）。 
 参加者は、東海村ワークショップの準備として、自身が気になったポイントについて、写

真を撮影した。見学した施設が大間町のどこに位置しているかを図１にまとめた。 
 

 
図１ 大間町の地図と視察地点 
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写真 1 大間町役場（正面） 写真 2 町役場新庁舎の建設現場 

写真 3 大間小学校 写真 4 住宅街 

写真 5 大間崎 写真 6 大間崎のお土産屋 

写真 7 キャトルパークの牛 写真 8 展望台からの眺め 
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 大間町内の視察開始点は、大間町役場付近であった。大間町役場は非常に古い建物であり、

建設されてから約 90 年が経過している（写真 1）。現在は、新庁舎の建設が進められている
（写真 2）。町役場から大間小学校（写真 3）までは漁港を経由しながら徒歩で視察し、住宅
街（写真 4）を通りながら、町の雰囲気が感じられるように視察を行った。 

 また、大間町の主要産業を象徴するような漁業、観光業、畜産業（写真 5－7）の様子や、
展望台から、津軽海峡を隔てて対岸にある函館を望んだりした（写真 8）。 
 

②大間原発視察 
 11 月 13 日の午後は、電源開発株式会社の大間原子力発電所（建設中）の視察を行った。
大間原発敷地内にある運転訓練・広報センターにて、電源開発株式会社の概要、および、大

間原子力発電所が建設されるまでの経緯の説明を受けた後、運転訓練シミュレーターの視
察、展望台から建設現場の視察を行った。 
 運転訓練シミュレーターには、実際の中央制御室とまったく同型の制御盤が設置されて

いる（写真 9）。運転訓練シミュレーターでは、主に、原子力発電所の起動・停止訓練や、
トラブル対応訓練が行われている。様々な条件を組み合わせた訓練が行われている。 
 

写真 9 運転訓練・広報センター 写真 10 建設中の大間原子力発電所 

 
写真 11 貯水タンク 
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 展望台からは建設途中の大間原子力発電所を視察した（写真 10）。現在の工事進捗率は約

4割であり、まだ核燃料は無い状態である。また、東日本大震災後の新規制基準に対応する
ため、高台に貯水タンク（写真 11）、電源車などを配備する計画に変更され、当初よりも広
い敷地を用いることとなった。工事に携わる作業員は、建設開始時は約 1700 人だったが、

東日本大震災後の工事休止を経て、工事再開時には約 1000 人に減員した。現在は、約 300
人が工事に従事しているとのことである。 
 仮に来年に規制委員会の審査に合格し、工事を再開したとすると、工事に 5年、試運転に

1年程度かかるため、運転開始は平成 36 年度頃になる。 
 
③電源開発株式会社職員に対するインタビュー 

 大間原発視察後、電源開発株式会社職員 4名に対し、インタビューを実施した。インタビ
ューでは、「大間原発が誘致された当時や、その後の経緯、町の雰囲気」、「福島原発事故の
前後での変化」、「大間町や隣接町村との共生活動」、「大間町の様子」について中心にお話し

いただいた。特に、電源開発株式会社の職員と大間町の住民の関係や、大間町に対してどの
ような活動をしているのか、ということについては様々な話を聞くことができた。大間視察
者 4名は、東海ワークショップのために、インタビューの中で、特に気になった話や発言に

ついてはメモを取った。なお、インタビューの詳細は付録 2に記している。 
 

日時：2017 年 11 月 13 日（月）14 時半～（1時間程度） 

場所：運転訓練・広報センター 
対応者：電源開発株式会社職員 4名 
実施者：大間視察者 4名 

    清宮伸太郎（東海村住民、東海村商工会会員） 
    稲田健一郎（東海村役場職員） 
    木村  浩（NPO法人パブリック・アウトリーチ、原子力専門家、首都圏住民） 

    竹中 一真（NPO法人パブリック・アウトリーチ、首都圏住民） 

その他、記録 1名、随行 1名、オブザーバー1名 

 

④大間町役場へのインタビュー 
 大間原子力発電所の誘致に関し、特に町の考えや町民の反応などを知るために、町役場職
員に対するインタビューを実施した（写真 13）。インタビューでは、「大間原発が誘致され

た当時や、その後の経緯、町の雰囲気」、「福島原発事故の前後でのお考えの変化」、「原発関
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連施設・地域への町民の視察研修」、「大間原発に対する要望や期待」について中心にお話い

ただいた。特に、大間原発誘致当時の住民や町役場、町議会議員の様子や、福島原発事故前
後の住民や町役場の様子など、実際に町の雰囲気がどうだったのか、それがどのように変化
していったのか、という話を、当事者の立場からお話しいただき、大間町の置かれた状況や

雰囲気をより実感することができた。こちらも、大間視察者 4名は、東海ワークショップの
ために、インタビューの中で、特に気になった話や発言についてはメモを取った。なお、イ
ンタビューの詳細は付録 2に記している。 

 

日時：2017 年 11 月 13 日（月）16 時～（1時間程度） 
場所：大間町役場分室 

対応者：竹内信也氏（大間町役場OB） 
    岩佐育夫氏（大間町役場企画経営課参事） 
実施者：大間町視察者 

実施者：大間視察者 4名 
 清宮伸太郎（東海村商工会 / 株式会社せいみや 代表取締役） 
 稲田健一郎（東海村 村民生活部 防災原子力安全課） 

 木村  浩（東海村原子力安全対策懇談会 委員 / パブリック・アウトリーチ 理事） 
 竹中 一真（パブリック・アウトリーチ） 

その他、記録 1名、随行 1名 

 

 

写真 12 大間町役場へのインタビューの様子  
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（２）東海村ワークショップの実施 

①ワークショップの準備 
１）ワークショップ参加者の募集に向けた広報活動 
 東海村ワークショップの開催にあたり、東海村住民を中心にワークショップ参加者を募

るために広報活動を実施した。具体的には、「ワークショップ募集のチラシおよびポスター
の作成」と「ホームページの作成」を行った。 
 

ワークショップ募集のリーフレットおよびポスターの作成 
 ワークショップ募集には、まず、リーフレット（A4 版両面）として、以下のようなもの
を作成した。また、この表面を拡大印刷して、ポスター（A3 版）とした。リーフレットお

よびポスターの詳細は付録 2に示した。 
 

 
写真 13 東海村ワークショップ募集のチラシ（表面／裏面） 

 
 ワークショップの参加者を募集するため、それぞれリーフレットを 400 枚、ポスターを
20 枚印刷し、東海村役場、東海村コミュニティセンター（6ヶ所）および株式会社せいみや

の商店などに提示・設置した。その他、友人、知人経由でリーフレットを配布し、ワークシ
ョップへの参加を呼びかけた。 
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ホームページの作成 

 ワークショップの参加者募集に合わせて、本企画のホームページを開設した。ホームペー
ジのURL は http://www.ponpo.jp/2017WS/index.html である。 
 ホームページには、大間視察の実施概要および東海村ワークショップのプログラム・募集

案内をのせ、募集を呼びかけた。ただし、このホームページ作成は時期が遅く、参加者募集
に対して、大きな効力を発揮するには至らなかった。この点は課題となった。 
 また、現在、ホームページには、その後に実施した東海村ワークショップの実施概要も掲

載し、本企画の全体像およびその実施の結果がわかるようにしている。東海村ワークショッ
プについては、ワークショップの様子や実施概要を簡単に紹介する動画も作成し、公開して
いる。 

 
２）フォトボイスの準備 
 東海村ワークショップでは、大間視察について、地域社会と原発の関係性がより肌感覚で

わかるような情報提供を目指し、フォトボイスという手法を用いた。 
 フォトボイスとは、アメリカで始められた、写真を利用した参加型のコミュニケーション
手法である。撮影された写真を見ながら話し合うことで、言葉だけでは伝わらない臨場感の

ある情報を得ることができる。また、撮影した人の意見や価値観をより深く知ることができ、
それによって話し合いを深めることが期待できる。 
 ワークショップでは、フォトボイスを応用し、大間視察者が視察中に気になったり、何か

感じた場面の写真やコメント（関係者の話）をピックアップし、参加者に写真およびコメン
トの抜粋として情報提供できるようにした。以下の写真は参加者に提示された写真やコメ
ントの一例である（写真 14、15）。 

 

写真 14 フォトボイス用写真の一例 写真 15 フォトボイス用コメントの一例
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 大間視察者 4 名はそれぞれ、大間視察中に撮影した写真やメモしたコメントの中から、

特に気になった点、東海村ワークショップ参加者に伝えたい点を選び、フォトボイス用にそ
れぞれ写真を 15 枚程度、コメントを 15 個程度準備した。フォトボイス用写真には、上記
のようにタイトルと、大間視察者の一言コメントを添えている。フォトボイス用写真（全 70

枚程度）は A3 の光沢紙に、フォトボイス用コメントは A4 のセミ光沢紙にそれぞれ印刷し、
ワークショップ参加者がより鮮明に見られるように準備した。 
 

②「地域と原子力を考えるワークショップ」の実施 
 東海村において、「地域と原子力を考えるワークショップ」を実施した。 
 ワークショップでは、大間町における地域社会と原発の関係性を肌感覚で参加者に伝え

るために、フォトボイスというコミュニケーション手法を用い、大間視察体験の共有を目指
した。これによって、次に続くグループトークでの対話で、単にエネルギーの必要性の議論
にとどまらず、自分たちの生活に話題を踏み込み、より現実的な原子力と共に生きる将来を

描き出せることを期待した。なお、ワークショップの詳細な実施概要は付録 3に記す。 
 

日程：2018 年 1 月 13 日（土） 13:00～15:30 

場所：東海村産業・情報プラザ（アイヴィル） 301・302 会議室 
参加者：18 名（関係者含め 23 名） 
大間視察者 兼 フォトボイス説明者： 

 清宮伸太郎（東海村商工会 / 株式会社せいみや 代表取締役） 
 稲田健一郎（東海村 村民生活部 防災原子力安全課） 
 木村  浩（東海村原子力安全対策懇談会 委員 / パブリック・アウトリーチ 理事） 

 竹中 一真（パブリック・アウトリーチ） 

その他、記録 1名 

 

〔プログラム〕 

13:00～13:20（20 分） （開始）開会挨拶・趣旨説明 

13:20～14:10（50 分） フォトボイスによる大間視察の体験共有 

14:20～14:35（15 分） 視察メンバーからのコメント返し 

14:35～15:05（30 分） グループトーク 

15:05～15:30（25 分） ワークショップの振り返りと共有（終了） 
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 ワークショップの参加者は、18 名（男性 14 名・女性 4名／44 歳以下 9 名・45 歳以上 9

名／東海村住民 12 名・近隣市町村住民 3 名・その他 3 名／原子力関係従業者 10 名・その
他 8名）であった。なお、グループトークには、大間視察者のうち 3名（木村を除く・木村
はファシリテーター）も参加した。 

 以下に、プログラムそれぞれの概要を記す。 
 
開会挨拶・趣旨説明 

 開会挨拶とワークショップの趣旨説明を行った。趣旨説明では、ワークショップの目的と
して、「大間視察者の 4名が異なる視点で見て、感じた大間視察の体験を参加者と共有する
こと」「大間視察の体験を共有した上で、地域と原子力の付き合い方、自分と原子力の付き

合い方を話し合うこと」の 2つを示した（写真 16）。 
 

 
写真 16 趣旨説明の様子 

 
フォトボイスによる大間視察の体験共有 
 大間町の情報や大間原子力発電所誘致の経緯、大間視察のスケジュールを簡単に説明し

た後に、フォトボイスを活用した、大間視察の体験共有を行った。十分に体験共有をしても
らうために、時間は 50 分とった。 
 具体的には、フォトボイス用写真とコメントを、大間視察者 4 名が会場の 4 か所にそれ

ぞれ貼り、それぞれの大間視察の体験共有スペースを作った。各体験共有スペースには、フ
ォトボイス用写真 15 枚程度、コメント 15 個程度が貼られている。（写真 17－20）。 
 ワークショップの参加者は、壁に貼られた写真やコメントを自由に見てまわり、大間視察

者それぞれが独自の視点で感じたこと、気になったことを共有した。参加者は写真を近くで
見ながら、各大間視察者と自由に会話することで、より大間視察の体験共有を深めていった。
また、参加者は、大間視察者 4名の話を聞いて気になった点や意見などを付箋に書き、関連
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する写真やコメントに貼り付けた（写真 20）。 

 

写真 17 フォトボイスの様子① 写真 18 フォトボイスの様子② 

写真 19 フォトボイスの様子③ 写真 20 参加者が付箋を貼っていく様子 

 
大間視察者からのコメント返し 
 大間視察者（フォトボイス説明者）は、参加者が貼った付箋や参加者との対話を紹介しな

がら、それに対して自身が感じたことや気づきを述べた。例えば、以下のようなコメントが
返された。 
 

 大間町は、建物のデザインに一貫性がない、町全体として進みたい方向性がデザイン
から見えない、という付箋をいただき、なるほどと思った。 

 町役場の前で、通りかかった町民の方に、「あなたたちは反原発の人たちか？」と尋

ねられた。そのことについて、皆さんから多くの付箋をいただいた。外部から来たあ
やしい人たち、イコール、反原発の人たち、という意識が、どこかで町民の方たちの
中にあるのかなということが印象に残っている。 

 住民には「安全は事業者にお任せします」という意識がある。事業者には「安全を確
保します、大丈夫です」という意識がある。このような付箋をそれぞれいただいた。
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これは私も気になった点で、極めて単純な信頼の構造が構築されてしまっているの

ではないかと危惧している。 
 
グループトーク 

 次に、3つのグループに分かれてグループトークを行った。グループトークでは、各参加
者が自分の考えや意見を述べ、自由に意見交換が行われた。 
 前半の 15 分は「大間視察の様子を聞いて、何を感じたか」というテーマ、後半の 15 分

は「私たちは原子力とどう付き合うか」というテーマで、話し合いを行った（写真 21－24）。 
  

写真 21 グループトークの様子① 写真 22 グループトークの様子② 

写真 23 グループトークの様子③ 写真 24 グループトークの様子④ 

 
 前半の「大間視察の様子を聞いて、何を感じたか」というテーマでは、例えば、「大間町

と東海村の何が違うのか、という視点が大事だろう」「近隣市町村が原子力に対してどのよ
うな考えを持っているのかが気になった」「お金につられて先を考えられなくなるのはよく
ない」などの意見が出された。 

 後半の「私たちは原子力とどう付き合うか」というテーマでは、例えば、「今あるものを
急になくすことはできない。しばらくは共存、のちに縮小という形になるだろう。ゼロは難
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しい」「福島の事故をしっかりと受け止めて、何をしていったらいいのかを考えていきたい」

「福島事故の教訓を踏まえ、原発は減らし再生可能エネルギーに転換していく」などの意見
があった。なお、グループトークの詳細な発言要旨は、付録 3に記している。 
 

ワークショップの振り返りと共有 
 フォトボイス、グループトークを踏まえて、参加者 1人 1人が、「わたしは原子力とどう
付き合えばよいと思うか」を考え、紙に記入した。 

 その後、各グループから 2人ずつ、自分の考えを発表してもらった（写真 25）。 
 最後に、参加者にアンケートを記入してもらい、ワークショップは閉会となった。 
 

写真 25 自分の考えの発表 

 
（３）ワークショップに対する評価 

 「地域と原子力を考えるワークショップ」において、ワークショップ終了後に、参加者全
18 名に対して「参加者向けアンケート」を実施した。また、フォトボイス説明者（大間視
察者）4名に対しても「説明者向けアンケート」を実施した。ここでは、これらのアンケー

ト結果を整理する。なお、アンケートの集計結果詳細は付録 4に記している。 
 本アンケートでは、ワークショップのプログラムに合わせて、大きく分けて 3 つの項目
について質問している。そのため、この 3項目、「①フォトボイスについて」「②グループト

ークについて」「③ワークショップ全体について」のアンケート結果をそれぞれ整理する。 
 また、「②グループトークについて」では、本企画の 1つの目的である「大間視察の体験
を共有した上で、自分と原子力の付き合い方を話し合うこと」が達成できたかを評価するた

めに、グループトークの発話分析を実施し、大間原発の体験共有がグループトークに対し、
どのような影響を与えているのか、あるいは与えていないのかも合わせて分析する。 
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①フォトボイスについて 

 本取り組みでは、フォトボイスという日本では前例の少ないコミュニケーション手法を
試みた。そのため、参加者向けのアンケート調査では、フォトボイスに対する満足度やその
効果を質問している。各質問と回答結果は以下のとおりである（回答数 17・無回答 1）。 

 

 

 

 

 
 これらの回答を見ると、参加者の大多数はフォトボイスに満足し、視察体験の共有ができ、

また、視察者の感じたことや意見が伝わったと感じているといえる。こういったフォトボイ
スの効果については、自由記述を見ても読み取れる。自由記述を整理するとフォトボイスの
良い点として、大きく分けて 3つの長所が挙げられている。 

 

6

8

3

0

共有できた
どちらかといえば共有できた
どちらかといえば共有できなかった
共有できなかった

フォトボイスによって、⼤間視察の様⼦や雰囲気を共有できましたか、それと
も共有できませんでしたか。

96

1 1 伝わってきた
どちらかといえば伝わってきた
どちらかといえば伝わってこなかった
伝わってこなかった

フォトボイスにおいて、写真を撮影した⼈（視察に⾏った⼈）の感じたことや
意⾒は伝わってきましたか、それとも伝わってきませんでしたか。

5

10

2

0

フォトボイスについて、満⾜できましたか、それとも不満でしたか。

満⾜だった
どちらかといえば満⾜だった
どちらかといえば不満だった
不満だった
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 1 つ目は、視察内容が伝わり易い、という点である。参加者からは「写真が多いのがわか

りやすい」といった意見や「言葉だけではなく、写真もあることで、より現場の状況が伝わ
ってきた」という意見が見られた。また、「写真を見ながら感想を言うのは新鮮で面白かっ
た」といった声も聞かれた。 

 この点は、フォトボイス説明者も同様の評価をしている。フォトボイス説明者の自由記述
でも、「やはり文章では伝えきれない、町や建物の微妙な空気感や雰囲気など伝えられるの
がよかった」という意見や「こちらが伝えたいことが言語化されていなくても、見ている人

に伝わることがある」といった意見が聞かれた。 
 一方で、写真やコメントが多く、全体の把握が難しかったという参加者の声も聞かれ、フ
ォトボイス説明者もその点について指摘していた。フォトボイスをする際は適切な量の情

報を提示することが重要だといえる。 
 
 2 つ目は、フォトボイス説明者間の、視点の違いが見える点が挙げられた。フォトボイス

では、大間で同じ視察を実施した 4 人がそれぞれ独自に写真やコメントを選出した。それ
に対し、参加者からは「同じ視察内容を 4人が発表するスタイルが良かった。人によって感
じ方が違うことが理解できた」という意見や「各人が違う視点で写真、メッセージをまとめ

ていたのはおもしろく思った」、「人によって出す Picture が異なるというのは重要である」
といった意見が聞かれた。 
 この点については、フォトボイス説明者からも、「4 人が同じように感じたところ、逆に

それぞれが違って感じたところを伝えることができたように思う」という声が聞かれた。こ
のように、フォトボイスには、同じものを見てきた人々が、同じように感じたところ、異な
る気づきや意見が持っていることを見せることができるといえる。このような特徴からか、

アンケートの「写真を撮影した人（視察に行った人）の感じたことや意見は伝わってきたか」
という問いについては、特に肯定的な回答が多かった。 
 一方で、少数ではあるが、参加者から「4人の写真がかぶっている」といった意見や「そ

れぞれが分野を分けて撮影してきてもおもしろそう」という意見も聞かれた。これは、同じ
写真を撮っているときに同じ感じ方をしているのか、それとも違った感じ方をしているの
か、ということを参加者に知ってほしい、というフォトボイスの意図が参加者に十分に伝わ

っていなかったため生じた意見だといえる。フォトボイス実施の際には意図をしっかりと
伝えるとともに、フォトボイス説明者は、写真を撮影した意図、メッセージを選んだ意図を
しっかりと参加者に伝える必要があるといえる。この点について、フォトボイス説明者から

も「複数の視察者が同じ写真を選んでいるときに、その選択理由の違いをうまく伝えること
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ができたかは自信がない」という声が聞かれた。特にフォトボイス説明者は他の説明者がど

のような情報提供をおこなっているのか把握できない。そのため、難しい点ではあるが、こ
ういった点をうまく伝える工夫は今後の課題といえるかもしれない。 
 また、提案として、フォトボイス説明者について、「難しいかもしれないが、もう少し反

対よりの人が視察に行っても良いかと思った」という意見が参加者から出された。また、フ
ォトボイス説明者からも「フォトボイスで選んだ写真やコメントは説明者の興味や気づき
は反映しているが、必ずしも参加者の興味を反映しているわけではない。そのため、参加者

から、『〇〇という点については何かありませんか』、という問いがあったときに、写真等が
用意できていないことがある。異なる興味や関心を持つ人が説明者になることで、広い範囲
を網羅できると良いと思う」という意見が出された。フォトボイスの性質上、フォトボイス

説明者は、その人の興味にしたがって、視察内容を伝えるため、その情報には偏りが出る。
これについては、偏りが出ないように満遍なく伝えるのではなく、むしろ各々の個性が出た
ほうがフォトボイスの意味がある。しかし、フォトボイス説明者全員が同じように偏ってい

る（例えば、全員が防災については触れない、等）と、それは視察体験を十分に共有できた
とは言いがたい。フォトボイスを実施するうえでは、多様な考えを持つものをフォトボイス
説明者とすることが重要だといえる。 

 
 3 つ目は、フォトボイス説明者と参加者が「近くで話せる」という点が挙げられた。今回
のフォトボイスでは、フォトボイス説明者と参加者が距離的にも近く、また、時には 1対 1

で話し合う機会がつくられた。その点について、参加者からは「見てきた人とフラットにお
話できた」という意見や「発信者も受信者も一緒に作ることができた」という意見が聞かれ
た。 

 この点は、フォトボイス説明者も同様の評価をしている。フォトボイス説明者の自由記述
でも、「視察者と参加者がしっかりと話し合う時間が取れたように思う。参加者からの回答
をしっかりと聞ける状況になる点がよかった」「参加者が興味を持った事柄をピンポイント

に質問し、明確に答えることができた」という意見が見られた。更に、「原子力という分野
においては、原子力への賛否という部分に関わりなく、参加者との距離が縮まる手法のよう
に感じた」という声も聞かれ、意見の対立がある分野でもフォトボイスは有用である可能性

が示された。 
 また、フォトボイス説明者からは、「見てくれている人から、『○○はこんな感じなんです
か？』等の発言もあり、気づかされることもあった」といった意見や「参加者とフォトボイ

ス視察者の間で、感じる点や興味のある点が異なるところが見つかり、おもしろかった」と
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いう意見も聞かれた。このことから、フォトボイス説明者から参加者へ視察内容を伝えるだ

けでなく、参加者の気づきや感想がフォトボイス説明者にフィードバックされている様子
が見て取れる。そういった意味で、フォトボイスは双方向のコミュニケーションを促進する
手法といえる。 

 一方で、フォトボイス説明者と参加者が 1 対 1 で会話する状況が生じるため、積極的な
参加者とそうでない参加者の間で、対話時間の偏りが出る可能性がある。今回のワークショ
ップではそういった声は聞かれなかったが、フォトボイス説明者はバランスよく、参加者と

対話することが求められる。 
 
②グループトークについて 

１）アンケート結果 
 グループトークについては、満足度とお互いの意見を知ることができたか、をアンケート
で質問している。質問内容と結果は以下のとおりである（回答数 17・無回答 1）。 

 

 

 

 
 アンケート結果を見てわかるように、参加者は一定程度、お互いの意見や考えを知ること

ができた、と回答している。一方で、グループトークの満足度は、フォトボイスやワークシ
ョップ全体の満足度と比べると、相対的に低くなっている。参加者の自由記述を見ると、

4

12

0
1

グループトークでは、参加者同⼠、お互いの意⾒や考えを⼗分に知ることがで
きましたか、それともできませんでしたか。

知ることができた
どちらかといえば知ることができた
どちらかといえば知ることができなかった
知ることができなかった

1

11

5

0

グループトークについて、満⾜できましたか、それとも不満でしたか。

満⾜だった
どちらかといえば満⾜だった
どちらかといえば不満だった
不満だった
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「色々な意見が聞けて勉強になりました」といった意見や「原子力のあり方を改めて考えさ

せられた」といった意見が聞かれ、他者の意見を聞く機会が取れたことを評価する声が聞か
れた。その一方で、「グループトークの時間がもう少し長いと良かった」や「フリートーク
が短いと感じた」などグループトークの時間不足については非常に多くの意見が聞かれた。

この点がグループトークの満足度が相対的に低かったことに影響していると考えられる。
グループトークに参加したフォトボイス説明者からも同様に時間不足を指摘する意見が聞
かれた。 

 時間不足に伴い、「意見の発表だけで、意見交換ができなかった」という声や「話し合い
ができなかったのが残念」という声も聞かれた。 
 適切なグループトークの時間配分、テーマ設定は今後の課題といえる。 

 
２）グループトークの発話分析 
 ここでは、本企画の 1つの目的である「大間視察の体験を共有した上で、自分と原子力の

付き合い方を話し合うこと」が達成できたかを評価するために、グループトークの発話分析
を実施し、大間原発の体験共有がグループトークに対し、どのような影響を与えているのか、
あるいは与えていないのかを分析する。具体的には、参加者の発言をピックアップし、大間

原発の体験共有がどの程度影響を与えているかを評価する。 
 グループトークの前半は「大間視察の様子を聞いて、何を感じたか」をテーマとして話し
合った。テーマが大間視察であるため、大間視察の体験をフォトボイスで共有して、どうい

うことを感じたか、という意見が各自から出された。例えば、「誘致や 3.11 からだいぶ時間
が経って、町全体が落ち着いているのだと思います。時間が経ってしまって、そのときに感
じた不安が小さくなってしまったのだなという印象を、皆さんのお話を聞いて感じました」

というように、大間視察に行ってきたかのような意見が参加者から聞かれることもあり、大
間視察の体験共有がうまくいった様子も見られた。また、話し合いの中では、「（東海村は）
原発ができて、1万人が 4万人くらいになっている。大間も同じように増えるとはちょっと

思えない。40 年後に増えているとは思えない」、「（大間町は）東海村と違った受け入れ体制
である。東海村の場合は、原研が先にできました。それから原子力施設を少しずつ増やそう
ということで、（中略）、大間ではずいぶんと違った状況があるということですね」のように、

東海村や大間町の違いに関する意見も聞かれ、大間町視察によって、東海村での話し合いが
より多くの視点からできることにつながったといえる。 
 グループトーク後半のテーマは「私たちは原子力とどう付き合うか」である。大間視察の

体験共有、その後のグループトーク前半を踏まえることによって、改めて、地域社会が、あ
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るいは、私が、原子力とどう付き合うか、を考えて欲しいという期待があった。これについ

てはいくつかの課題が残った。 
 まず、大間視察の体験共有を踏まえる、という点については、例えば、「特に立地地域の
誘致した経緯から聞けたというところは良かったと思います。やはりひとつ思ったのは、地

域振興とのジレンマで、経済対策が多い中で、収入と原子力安全のリスクとにどう向き合う
かというところです」という意見のように、大間視察の体験共有を踏まえることによって出
てきただろう意見がいくつか聞かれた。しかし、参加者の発言の多くは、大間視察の体験共

有を踏まえたものではないように感じられた。例えば、「原子力というのはまだ 100 年の歴
史しかない。原子力というのは現代科学の本当の基礎になっているので、やめるというわけ
にはいかない」というような意見は、大間視察の体験共有以前から参加者が持っていた意見

のように捉えられる。もちろん、この意見が大間視察の体験共有を踏まえて、参加者の中に
生じた意見である可能性もあるため、一概に断定はできない。また、全ての意見が大間視察
の体験共有を踏まえている必要はなく、各参加者がワークショップ前から持っていた意見

と、大間視察の体験共有を踏まえた意見が、グループトークの中でうまく混在するのが良い
と考えている。しかし、今回のワークショップでは、各参加者がワークショップ前に持って
いた意見を出す比重が多かったように見える。この点は課題であり、大間視察の体験共有を

踏まえながら、「私たちは原子力とどう付き合うか」を考えられるような工夫が必要だと考
えられる。 
 また、先に紹介した「原子力というのはまだ 100 年の歴史しかない。原子力というのは現

代科学の本当の基礎になっているので、やめるというわけにはいかない」という意見には、
もう 1つの課題が隠されている。それは、この意見が、「日本」あるいは「人類」という大
きな単位から見ての、原子力との付き合い方、を話している点である。今回のワークショッ

プの狙いは、大間視察の体験を踏まえることで、「地域社会が」、あるいは「私が」、原子力
とどう付き合うか、を考えてもらうことにあった。グループトークの中では、「今回、私は
新たに知ることができた情報が結構たくさんあったのですけれども、そういうふうに、多く

の人が情報を共有できるようにするべきなのかな」のように、「私が」何をするべきかとい
う意見や、「原電の連中は下手だね。説明会やっているけれども、一方的に『安全だ、安全
だ』『大丈夫だ、大丈夫だ』と言うばかりです」のように、「地域社会」のコミュニケーショ

ンをどうするべきかという意見も聞かれた。しかし、全体で見るとこのような意見は少なく、
例えば、「『原子力は安全だ』ということをひっくり返すような福島事故が起きて、未だに事
故の収拾の見通しがないということを考えれば、危険なものは徐々に減らして、エネルギー

はどちらにせよ必要なので、再生エネルギーに転換していく必要があるのではないかと思
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う」というような、日本の政策に関する意見が多かった。もちろん、参加者が日本国民の 1

人として、日本が原子力とどう付き合うか、という考えが出てくることも重要であるが、東
海村でワークショップを開催した意図は、地域社会や参加者自身が原子力とどう付き合う
かを考えて欲しい、という部分にあったため、この点は課題が残されているといえる。地域

社会のことや、参加者自身のことを考えるような話し合いに持っていく工夫が求められる。
また、最後の意見表明用に設定した「わたしは原子力とどう付き合えばよいと思うか」とい
うテーマが、「原子力とどう付き合えばよい」と「私は思うか」という意味で捉えることが

できてしまうことも、今回の議論のようになった 1つの要因かもしれない。 
 
③ワークショップ全体について 

 ワークショップ全体としては、満足度およびワークショップの必要性について質問をし
た。質問内容および回答は以下のとおりである（回答数 17・無回答 1）。 
 

 

 
 
 アンケート結果から、参加者のワークショップ全体の満足度は十分に高く、また、このよ
うなワークショップの必要性については非常に高く評価されているといえる。参加者の自

由記述をみると、「多くの人から意見を共有できたので、有意義な時間となりました」とい
った意見や、「1 つの組織、考え方が同じ人ばかりでは、気づかないことが多いのかもしれ

8

6

2
1

ワークショップは、全体として、満⾜できましたか、それとも不満でしたか。

満⾜だった
どちらかといえば満⾜だった
どちらかといえば不満だった
不満だった

11

6

今回のワークショップのような取り組みは、必要だと思いますか、それとも必
要ないと思いますか。

必要である
どちらかといえば必要である
どちらかといえば必要ない
必要ない
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ない。特に原子力関係で働く人には、ぜひ参加して欲しい」というようなワークショップを

評価する意見が聞かれた。また、参加者からは、「ぜひまたやってください」「今後、パブリ
ック・アウトリーチと連携したい」など、今後のワークショップを期待する声も聞かれた。
フォトボイス説明者からも、「期待以上にたくさんの意見があり、とても話しやすかった」

「自分自身、色々な意見が聞けて大変勉強になりました」という意見が聞かれ、参加者、フ
ォトボイス説明者共に、実りあるワークショップだったといえる。 
 

 
３．まとめ 
 「今後、私たちは、原子力とどのように付き合っていけばよいか」という問題は、立地地

域と原子力との関係性を外して考えることはできない。そこで、立地地域と原子力との関係
を「肌で感じる」ことができるような場の形成を目指し、そのうえで、原子力とどのように
付き合っていけばよいかを話し合えるような対話を模索した。 

 本企画では、まず、東海村住民を含めた視察メンバーによって大間視察を行った。その後、
東海村において、「私たちの地域は原子力とどのように付き合うか」を考え、対話するワー
クショップを行った。ワークショップではフォトボイスを活用し、それぞれのメンバーによ

る大間視察の体験が肌感覚で伝わるよう工夫した。 
 
 大間視察は 2017 年 11 月に行った。視察には、視察メンバー4名（清宮伸太郎（東海村商

工会 / 株式会社せいみや 代表取締役）・稲田健一郎（東海村 村民生活部 防災原子力安全
課）・木村 浩（東海村原子力安全対策懇談会 委員 / パブリック・アウトリーチ 理事 / 本
企画実施担当者）・竹中 一真（パブリック・アウトリーチ））が参加した。大間町および電

源開発株式会社の協力を得て、大間町の視察、大間町役場OBへのインタビュー、大間原発
見学、大間原発担当者へのインタビューを実施した。これらを通じて、大間町の様子や建設
中の大間原発の進捗を知ることができた。また、大間町役場OBの方にお話を伺い、大間町

と大間原発との関係について、深く知ることができた。 
 
 これを受けて、2018 年 1 月、東海村において「地域と原子力を考えるワークショップ」

を開催した。ワークショップには 18 名の参加者があった。ワークショップは大きく 2部構
成となっている。前半は、大間視察の体験を共有するためのフォトボイスの実施である。4
名の視察メンバーはそれぞれの気になった写真やインタビューコメントを選択、提示して、

ワークショップ参加者に自身の体験を伝える。ワークショップ参加者はそれを聞きながら、
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疑問点や気になる点を視察メンバーに伝え、話し合う。このようなプロセスによって、ただ

単に（スライドなどを用いて）情報を伝えるよりも、「視覚的に」「多様に」「身近に」伝え
ることができたようだ。 
 ワークショップの後半は、大間視察の体験共有を踏まえて、「私たちは原子力とどう付き

合うか」について、3 班に分かれてグループトークを行った。「いろいろな意見が聞けた」
「原子力のあり方について考えさせられた」などの意見がある一方、「十分な時間がなかっ
た」などの課題もあった。 

 ワークショップ終了後のアンケートによれば、全体としては非常に評価の高いものであ
ったと考えられる。特に、今後、再度の開催が望まれるなど、このような対話の場の必要性
は、参加者からも高く認識されていた。 

 
 また、本企画では、それに伴う広報活動も実施した。まず、活動全体についてのホームペ
ージを開設（http://www.ponpo.jp/2017WS/index.html）し、実施内容を公開している。ま

た、東海村ワークショップの参加者募集のために、リーフレットやポスターを作成し、東海
村内を重点的に、その他の地域も含めて広報活動を行った。 
 事後広報として、東海村ワークショップの様子を動画として作成した。これは本企画のホ

ームページ内に公開した。 
 
 当団体としては、今後もこのような対話の場を模索し、実施していく所存である。 

 
以上 

 


