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※発言をそのまま書き起こしたデータを基に、個人情報に関する部分を削除し、文意が通

るように修正を行っています。 

 

グループワーク 1 C 班 

 

（F） よろしくお願いいたします。 

 では、よく分からないけど、木村さんがまとめていただいたイメージというか、それに

対して負のイメージの、何でしたっけ？ 

 

（サブ F） そうですね、まず、タイトルはここにありますね。こちらを 1 回読みましょう

か。確認しましょう。 

 

（F） 「なぜ、原子力ムラはなんとなく良いイメージを持たれないのか？」。ということ

は、負のイメージを持たれていると。その負のイメージの原因を出すような感じですか？ 

 

（サブ F） ズバリこの通りの質問に対しての意見を書いてもらいましょう。まず、何分切

りましょうか？ 時間を区切ったほうがいいと思うのですけど。 

 

（F） 5 分。 

 

（サブ F） あ、3 分以内のほうがいいと思います。お時間があまりないので。 

 

（F） では、3 分以内に、思いついた人は書いてください。 

 

―― 太いペンで書くのですね？ 

 

（サブ F） 太いペンで書いてください。それぞれ、専門家はブルー、市民の方はピンクの

付箋に、大きな字で書いてください。 

 1 枚の付箋に意見は 1 つということでお願いします。どんどん書いてください。どんな意

見でも結構です。質より量ですので。 

 

（記入中） 

 

（サブ F） 3 分経過です。それでは、皆に意見を読み上げていただきながら、模造紙に貼

っていきます。 
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（F） では、そちらから順番にお願いします。 

 

―― やはり自分で思っているイメージにつながるキーワードが出てきてしまうのですけ

ど、ひとつは〔閉鎖性〕です。 

 

―― そうですね。私も似た意見があります。 

 

（サブ F） 1 人ずつ、全部出しましょうか。 

 

（F） 全部出していただいて。 

 

―― それと、説明が小難しいというか、〔難解〕な説明しかしない。 

 あるいは、人によっては、自分に〔都合の良い説明〕をしている。 

 あるいは、もうどうせ言っても分かってもらえないからということで、〔説明放棄〕をし

ていると思います。責任を果たしていない。 

 あとは、〔利益誘導〕をしているイメージをたぶん持たれているのだろうなと。なんてい

るんでしょう、「利害関係」みたいなところだと思うんですけれども。そういう人たちなん

でしょう？ というようなイメージを持たれているかなと思います。 

 

（サブ F） だから、あまり良くないと。 

 

―― 良くないということだと思います。 

 

（F） では、次の方。 

 

―― 〔原子力自体のイメージが悪い〕。〔素人は口を出すな〕。〔不透明〕。〔排他的〕。〔問

題があった時に外部にもれない〕。 

 

（F） では、次の方。 

 

―― イメージとあえてつけたのですけど、〔実態を隠しているというイメージ〕がある。 

 あと、〔閉鎖的〕。 

 それから、これもあえてイメージをつけたのですけど、〔周囲からの疑問・意見に耳を傾

けないイメージ〕。なんとなく皆さん同じようにおっしゃられていますけど。 

 あとは、〔多額な金額が絡んでいる〕。まあ、利権のことですね。 
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（F） では、そちらの方、どうぞ。 

 

―― まあ、〔マスコミの影響〕かなと思います。 

 こちらには「そのイメージを払拭するためには、どうしたら良いだろうか？」の付箋も

含めていいんですか？ 

 

（サブ F） それは後半（2 枚目）です。 

 

―― あ、そうなのですか。 

 あと、私は〔悪いイメージを払拭する必要がそもそもあるのか？〕ってちょっと思って

いますけど。このままでもいいのではないか。 

 

（F） もうひとつの付箋は、これの対策ということですね。 

 

（サブ F） それについては、後半またお話していただきますので。 

 

―― では、私は、やはり〔隠ぺいが多いイメージ〕を持たれているのではないかという

こと。 

 それから、〔事故が起きると影響が大きい〕ので、皆から怖がられているのではないか。 

 やはりマスコミ、〔マスメディアのとり上げ方〕によると思います。 

 それと、1 つ 1 つの〔プロジェクトには巨額の費用がかかる〕ので、そのお金のかかり方

が、やはりイメージが悪いのではないかなと思っています。 

 

（F） 私は、〔問題が起きてから説明〕している。 

 〔言い訳ばかり〕。失礼な言い方かもしれないけど。 

 

（サブ F） イメージですから。 

 

（F） それと、エネルギー問題から生じていろいろあると思うのだけど、〔全体説明がな

い〕のではないか。個々の説明だけではないかと。 

 それと、〔電力会社の情報のみ〕で、〔学会としての意見がない〕のではないか。 

 〔個別の対応のみ〕ではないか。 

 それと、本当だったら前向きな情報発信があってもいいのかな。言い訳ばかりで、前向

きな、何のためにやっているの、というところがないから、何十年も開発しているけど全

然進んでいないんじゃないかとか。時間がかかってもいいけど、何のためにということを

皆に発信して分かれば、いろいろ聞く耳を持つのだけど、という感じがあるということで
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す。 

 じゃあ次は、 

 

（サブ F） ここは終わりましたね。次は、貼られた意見に対して、意見を自由に言ってい

きます。また、意見と意見のつながりについても意見を言いましょう。ここでの発言は、

サブファシリテーター、私たちがキーワードをポストイットに書き出し、発言者に確認し

ながら貼っていきます。ゆっくりと落ち着いて話し合いを進めてください。 

 

（F） では、皆さんで発案していただいたところで、少しイメージが分からないというと

ころがあれば、質問をしてください。 

 

（サブ F） あ、意見でも大丈夫ですよね。 

 

（F） 追加で、触発されてこういう意見、発想が出てきたというのであれば、出してくだ

さい。 

 

（サブ F） 追加だけじゃなくて、ここに書いてあるものに対して、ご自分の意見を言って

もいいですよね。 

 

（F） そちらの方は今日が初めてということですので、たくさん意見があると思います。 

 

―― そうですね、やはり皆さんの意見を見ると、私は、説明不足をかなり感じますね。

まだ説明努力が足りないと感じます。 

 

（サブ F） 努力が足りない？ 

 

―― ええ、説明努力が足りないですね。 

 

（サブ F） 〔説明不足、努力が足りない〕でよろしいですね？ 

 

―― はい。 

 

（サブ F） 今のご意見は、この辺りと関係しますね？ 〔都合の良い説明〕とか。 

 

―― ええ、〔都合の良い説明〕とか。結構たくさんありますね。〔不透明〕とか、〔難解〕

とか。あとは〔言い訳ばかり〕とか、〔全体説明なし〕とか。この辺なんかも、そういうこ



 - 5 - 

となのかな。 

 

（サブ F） 〔問題が起きて説明〕というご意見もありますね。自分から説明しない、と。 

 

―― ええ、事後に対応している、というようなところも。はい。 

 

―― これも近いのでしょうか。 

 

―― 〔素人は口を出すな〕。そうですね。分かりにくい説明をしているから、そういうこ

とになりますかね。 

 

（F） ちょっと分からないのは、〔難解〕というのは、事象が難しいから難解なのか、そ

れとも平易に物事を言うと誤解されるからなのか。どちらなのでしょうか？ 

 

―― どちらもあると思いますね。全体像を説明するのがなかなか難しいのと。あとは専

門用語が多い。 

 

―― そうですね。専門用語が多いというのはありますね。 

 

（サブ F） どちらもあるというのは、何と何がどちらもあるということですか？ 

 

―― ええと、言葉そのものが難しいのか、言おうとしている内容が難しいのか、どっち

かというご質問だったと思います。 

 

―― というのもあるし、ムラの外の人が理解しようとしないというのもありますね。 

 

―― 受け手のほうが？ 

 

―― 受け手の人間が理解しようとしない。 

 

（サブ F） 先ほどのご質問の意図は、言葉そのものが難しいのか、それとも、 

 

（F） 本当に難しいのか？ ということです。 

 

―― あと、別の言い方というか、穿った見方をすれば、言葉の難しさでごまかされてい

ないかな、とも思いますね。（相手は）分からないのだから、まあいいかなっていうところ
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もないかなと。 

 

―― それは、なんとなくこの辺りの付箋に続いている感じですかね？ 

 

―― そうですね、分かるまで説明してもらえない、と言ったほうがいいかな。 

 

（サブ F） 〔言葉の難しさでごまかされている〕でいいですか？ 

 

―― はい、それはそれでいいです。むしろ、最後にクエスチョンマークをつけていただ

ければ。「かも？」みたいな。 

 

―― 事実のような気もしますね。メルトダウンと言うとか。 

 

―― たぶん、メルトダウンとか、もんじゅの話とかは、ゴニョゴニョとやっていたとこ

ろがあると思うので。 

 

―― でも、ムラの人間自体も、実のところ分かっていないというのもあるのではないで

すか？ 

 実際にあるコアの部分について質問されたら、上の人間は答えられるかというと、答え

られるわけがないですよね。車で言うと、シャフトの問題について、タイヤを作っている

人間に答えろと言っても、答えることができないですよね。内部でもそういうことが起こ

りうる。 

 

（F） 誰が責任を持って全体を把握して、情報発信するのかということですね。 

 

―― そうですね。 

 

（F） 例えば、原子力と、それ以外の組織が一緒になっている。じゃあ誰が全体を見るの

か。片方は研究ばかり、片方は原子力。 

 

（サブ F） 研究ばかりということですか？ 

 

（F） うーん、だから原子力というものが、どこまでが範囲なのかという点もひとつある

でしょうね。そして、その全体の技術を掌握して、物事を言う人がいないのではないか。 

 

―― 全体を把握している人はいないんじゃないですかね。 
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―― 我々のレベルだと事実そうなのですけど、本当は、日本は責任者がいて、例えば原

子力委員会の委員長はやはり答えられないといけないと思うのですよ。答えていないとい

うのは、説明責任責任を果たしていないのか、あるいは難しいのか、そういうところにつ

ながるんじゃないかと思います。 

 日本にはそういう人はいるべきなのですよ。いないわけではないと思います。 

 

（F） 責任と権限が曖昧ですね。 

 

―― それは原子力に限らないと思いますよ。日本の組織はそうなので。 

 

（サブ F） 全体説明をしてくれる人が、日本にはいないということですか？ 

 

―― いや、いるはずですよ。 

 

―― 説明するべき人はいるはずなんですけど、 

 

―― いるはずなのですけど、適切でないのでしょうね。 

 

―― やっていないのか、できないのか。 

 

―― 大学の先生にもそれを求められているのだけど、一般の人は不十分と感じているの

でしょうね。 

 

（サブ F） するべき人はいるということですか？ 

 

―― 日本には、そういう能力のある人はいるんだと思いますよ。 

 

―― 不思議とそういう人って、組織の上に行かないですよね。 

 

―― まあ、ジェネラリストというか、エキスパートというか。 

 

―― まあ、上のほうにいくと、だんだん説明が曖昧になっていくというのもよくある話

ですよね。 

 

―― どこでもそうですね。 
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―― 偉い人ほど説明が曖昧で、どうとでも取れるようなことしか言わなくなる。 

 

―― 「まあ大丈夫、大丈夫」とかで終わっちゃうんですよね。 

 

（サブ F） 〔全体説明をするべき人はいるが、説明が的確ではない〕のではないかという

ご意見ですね？ 

 

―― 少なくとも、受け取る側はそう思っているのだと思います。 

 

（サブ F） 少なくとも受け取る側はそう思っている。ではそれも書きます。続けて貼って

おきます。 

 

―― 排他性や閉鎖性は同じですね。（貼る位置が） 

 

（サブ F） では、今、説明に関するご意見がたくさん出たので、他のご意見も。 

 

（F） はい。ひとつは説明ということについて、いろいろご意見が出ました。 

 それと、ここら辺は、お金がかかりすぎるからものが言えないとか、そういうことはあ

るかもしれないということ。 

 その他に、ここは私もものを言いたいというところがありましたら。では、そちらから。 

 

―― 私は、根本的には発信が不足しているところから起きているのだろうな、と思いま

す。そういう捉え方もありますけど。 

 あとは、お金に関しても、やはり 1 つ 1 つのプロジェクトがかなり巨額の予算を要する

ようなものばかりなので。 

 それから、よく言われてしまうけれども、どちらかといえば都心部ではなく、地方のほ

うに負担をかけていると。お金でその辺をやっていると。そういうふうにお金で何かを動

かしているというようなイメージが付きまとう。そういうところはやはり負のイメージが

強いのかなと個人的には思っています。 

 

（サブ F） 地方に負担をかけている？ 金銭的な負担ではないですよね？ 

 

―― ではないですね。まあ、お金を、悪い言葉で言えば、ばらまいている。 

 

―― ばらまいて、お金の代わりに、ということですね。 
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―― それで、地方に負担をかけている。立地に負担をかけていると。 

 

（F） 何かあれば、金で済ませていると。 

 

―― そういうふうに言われますので。 

 

―― 沖縄の基地と一緒ですね。イメージ的に。 

 

―― 米軍施設も嫌われる施設ですよね。 

 

―― でも、両方とも必要性はある。 

 

―― なくなると困るのですよね。 

 

―― だから似ているんですよ、たぶん。 

 

（F） いろいろなものにお金がかかるということ。それと、お金が正当に使われないので

はないか、ずるしているのではないかというイメージが付きまとうと。 

 

―― そうですね。地元を豊かに、というところがあって、地元を活用するということに

なると、一部のところに富が固まるとか、そういう構図になりがちになるというのはあり

ます。 

 

（サブ F） 一部にお金が集中すると。 

 

―― まあ、そういうところもありますよね。雇用は増えますけれどもね。 

 

（F） 若い世代のご意見もお聞きしたいですね。 

 

―― ええと、そうですね、でも、 

 

―― 結構固まっているのですよね。 

 

―― そうですね、結構まとまっている感がありますよね。 
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―― まとまっている感がありますよね。新しい切り口で何か…。 

 

―― あとは、この〔事故が起きると影響が大きい〕という意見に関して言うと、トンネ

ル事故とか、橋の事故などは、普通の人たちから見れば、他人事みたいに捉えられてしま

うけど、原子力の事故が起きると、福島の問題もそうなのですが、汚染が広がっていくの

で、その影響は専門知識がないとやはり怖いというイメージがある。じわじわと来るんじ

ゃないか。そういう、恐怖心というのでしょうか、そういうものもあって、決して良いイ

メージではなくなるのではないかと思います。 

 

（サブ F） 時間的に長い間、 

 

―― ええ、長いスパン影響を及ぼすというようなところですね。 

 

（F） 放射能とか放射線の影響というのは、原子力ムラの範疇ですか？ それとも、放射

線医学とか、そちら側のものですか？ 

 

―― 一応、基礎的なところは広く浅く学んでいますけど。 

 

（サブ F） それでは、今度は、出てきた意見をグルーピングします。まとまりを作ったら、

一言でそこにタイトルをつけましょう。今、ある程度グルーピングしていますけれども、

どうでしょうか？ 

 

（F） では、まずはたくさん意見が出た「情報」とか「説明」関連のところについて、そ

の中に入れると無理があるというものがあったら、コメントをお願いします。 

 それで、どんなタイトルがキャッチフレーズとしていいか。 

 

（サブ F） では、まずグルーピングしましょうか。まだ少しまとまりきっていないところ

があると思うので、貼り直したりしてもらっていいですか？ 皆さんにやってもらって。 

 

（F） ああ、もう、（サブファシリテーターさんで）やってください。 

 

（サブ F） いえいえ。皆さんでやってください。 

 

―― グルーピングしてタイトル付けをするということですか？ 

 

（サブ F） そういうことです。 
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―― この辺りはちょっと大きすぎますね。 

 

―― ここの中は、なんとなく 2 つあるような気がするのですけど。正しい情報を伝えら

れていないという話と、ちゃんとしたことを言わないという話と。 

 事実を正しく述べていても分からないという問題と、そもそも事実を言っていないだろ

うと指摘と。「説明不足」の中にはその 2 つがある気がします。 

 

―― あと、理解されていないだろうということですね。 

 

―― ああ、なんとなく、そういう感じですよね。正しい情報を伝えられていなくて、理

解してもらえないということと。そもそも情報そのものが正しくないということと。 

 

（F） そもそもごまかした情報を流しているという話と。正しい情報を流しているけど、 

 

―― そう。情報は正しいのだけど、ちゃんと説明ができていない、みたいな話と。 

 

（F） では、そういう概念で分類すると、どれとどれが入るような感じですか？ 

 

（サブ F） 今のご発言は、こういうことですか？ 

 

―― 〔正しい情報を伝えられていない 2 つある。①理解してもらえていない。②情報そ

のものが正しくない〕。ああ、そんな感じですね。 

 

（F） では、その 2 つで分けるとしたらどうでしょうか。発案者ということで、①グルー

プ、②グループ、その下に並べていただけますか。 

 

―― たぶん、この辺りが②グループなのですよね。これも②、あとは、〔素人は口を出す

な〕もかな。あとは、〔言い訳ばかり〕も②かな。あとはなんだろうな。〔言葉の難しさで

ごまかされている？〕もそうですよね。 

 

（総合 F） ファシリテーターさん、あと 10 分になりました。そろそろ 1 枚目のまとめに

入っていただいて、2 枚目の「そのイメージを払拭するには、どうしたら良いだろうか？」

のアイディア出しなどを進めていただければと思います。 

 

―― これも②ですか？ 〔学会としての意見なし〕。 
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―― 発信がないというのはどちらでしょうね。 

 

―― 情報の出し方が下手ということですよね。 

 

―― 出し方が下手、そうですね。 

 

（サブ F） 理解してもらえない、つまり、これは①ですか？ 

 

―― そうですね。 

 

（サブ F） ②はこれと、これと、これと、 

 

―― そうです。先ほどざらざらっと言ったのはそうです。 

 

（サブ F） これも②ですか？ 

 

―― それは隠ぺいに関することだから。 

 

―― それはちょっと違うかな。 

 

（サブ F） では、これは少し下側に貼りましょう。 

 〔誰が責任を持って情報を発信するのか〕は①ですね？ 

 

―― それは組織の問題だから。 

 

―― それは確かに違う系統なのかな。〔学会としての意見なし〕はその系統になるんです

かね、そうしたら。言うべき人が言わないみたいな。 

 

（サブ F） では〔学会としての意見なし〕は〔誰が責任を持って情報を発信するのか〕の

近くに置きます。 

 〔都合の良い説明〕はどうですか？ 

 

―― これはこちらですよ。 

 分かりにくいとか、説明不足とか、この辺が①だと思います。 
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（サブ F） では、この辺りが①ですね。 

 次に移ってくださいというアナウンスがありましたね。 

 

―― 〔不透明〕はこっちかな。 

 

―― これもこっちですか？ 〔問題があったときに外部にもれない〕。 

 

―― これは②かなという気もしますね。 

 

―― 隠ぺい？ 

 

―― そうですよね。都合の悪いところが出てこない。そういうイメージですよね。 

 

（サブ F） これでだいたいグルーピングはできたでしょうか。〔発信不足〕は①ですね？ 

 

―― そうですね。そういう意味では、発信の仕方というのも何かあるような気がするの

ですけど。マスコミのところにもつながってくるのかもしれない。何を言っても逆手にと

られて、みたいな。 

 

―― 全てそうなのですよね。 

 

―― Twitter でガンガン出るようになりますし。 

 

―― ああ、Twitter もそうですよね。あれは怖いですよね。 

 

（サブ F） では、このかたまりにタイトルをつけるよう、お願いします。 

 ここは、説明のエリアなのですよね、大きくいえば。 

 

（F） 今の分類では、①は、情報発信に対する問題。正しい情報を簡潔に皆に正しく伝え

るべきだと。 

 ②は、都合が悪いからごちょごちょと。 

 

―― そうですね（笑）。 

 

（F） ごちょごちょっていうのは変な話だけど（笑）。 
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（サブ F） その結果、こういうところ（〔不透明〕、〔排他的〕など）につながる感じなん

ですね。 

 一言でタイトルをつけるとしたら、どうでしょうか？ 

 

―― 難しいですね。 

 

（サブ F） これでいいのではないですか？ 〔わかりにくい説明〕。 

 

―― 〔わかりにくい説明〕でいいような気がする。 

 

（サブ F） では、その付箋をきれいに囲みます。 

 それから、マスコミのことがありますね。あと、ここはお金の関係ですね。〔多額な金額

が絡んでいる〕かな。 

 タイトルを別立てで書かないで、付箋を囲むという形式でいいですか？ 

 

―― いいですよ。効率的です。 

 

―― （①は）事実が正確に伝わらないとか、そういう話ですね。 

 

（サブ F） 事実が正確に伝わらない？ 

 

―― 伝えないか、伝わらない…。 

 

―― （②は）真実を語っていないとか。 

 

―― あちらだと、〔わかりにくい説明〕というのがありますよね。発信の仕方が悪いとい

う話。広報というか。 

 

（サブ F） 〔発信の仕方が悪い〕。それが①ですか？ 

 

―― ではないですかね。 

 

（サブ F） こちらは、〔真実を語っていない〕ですか？ 

 

―― クエスチョンマークをつけていいと思うのですけど。 
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―― 少し救われますね。 

 

―― 少なくとも、そう思われているのでしょうね。 

 

―― 「かも？」って。でも、本当かどうかは分からない。嘘かどうかも分からないから。 

 

（サブ F） では、最後に、もう 1 枚の紙に移ります。もう残り 5 分くらいしかないので、

次に、あ、ごめんなさい、この中で、評価しないといけないのですね。どれが一番か。 

 

―― あ、解決策も出すのですか？ 

 

（サブ F） そうです。けど、その前に、この中の優先度をつけないといけないのです。 

 

―― これ（①）とこれ（②）はすごく密接にからんでいますね。 

 

（サブ F） ここまで全部合わせて、優先度 1 番でいいですか？ 

 

―― そうですね。 

 

―― そうですね。発信のところですね。 

 

（サブ F） ここ（お金）が 2 番でいいですか？ では、一応そういうふうにしておきます

ね。 

 

―― そうですね。ちょっとダーティーなイメージがあるんじゃないですかね。 

 

―― もうひとつのマスコミというところは、なんとなく、こんなのにも関連するんじゃ

ないかなって意見があるのですけど。 

 

―― 我々の立場からすると、マスコミってあんなもんだろう、ぐらいにしか見ていない

のですけど。業界の方がすごい気にされているのが、毎回印象的で。でも、確かにマイナ

スの話しか出さないですね。 

 

（サブ F） では、1 枚目の模造紙を貼りだします。 

 「そのイメージを払拭するには、どうしたら良いだろうか？」。もう時間がないので、で

は、1 分で書きましょうか。 
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（記入中） 

 

（F） では、そちらの方からお願いします。 

 

―― 3 つあるかなという気がしています。1 つは、やはり丁寧に説明するのが第一でしょ

うということ。 

 あとは、透明性を説明側でちゃんと確保しておかないといけないという話。 

 それから、これは少し毛色が違うのですけど、第三者の理解がやはり必要だということ。

当事者が何を言っても、もうムラと見られたらどうしようもないので、そこは客観的に、

これは正しいんじゃないの？ とか言ってくれるような立場の人がいてもらえると、理解

が得やすいかなと思います。 

 

（サブ F） 言う側でも、受け手側でもなく、第三者に。 

 

―― そうですね。 

 

（F） では、次の方。 

 

―― 真摯に質問に答えていただければと。 

 あと、通じない人は通じないので、とりあえず分かり合える人たちとまずはコミュニケ

ートしてみてはいかがでしょうと。 

 それから、外部の眼を入れてみてはどうでしょうか。ただ、外部って誰？ という話に

なるのですが。 

 

（サブ F） 先ほどの〔第三者の理解〕の近くに置いていいですか？ 

 

―― ああ、そうですね。 

 あと、都合の悪いことも全部出してくださいよと。 

 

（F） では、次の方。 

 

―― これは先ほど書いたのですけど、マスコミが悪いというのに関連して、各自が落ち

着いて、自分の考えを持ってくださいというのがひとつですね。情報に左右されないとい

うこと。 

 あとは、原子力関係者が信頼を取り戻さないと、結局何を言っても聞いてもらえないだ
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ろうなということ。 

 これはちょっとアンチテーゼみたいになってしまうのですけど、全ての情報を出すか、

一切を隠すか、どちらかじゃないかなと。 

 

（笑） 

 

（F） 中途半端はいけないと（笑）。 

 

―― 理由があってですね。地震のあとは状況が違うのですけど、発展途上国で原子力を

やっているところがあるじゃないですか。そういう国では、結構一般の人は無関心なので

す。原子力やるの？ へー、そう、っていう感じ。ある意味、日本は教育レベルが高いか

ら、皆反対してしまう。だから、一切隠してしまえば大丈夫じゃないかなと。 

 

（F） 知らないことは安心だと（笑）。 

 

―― なんかやっているみたいだね、くらいの感じで。 

 

（総合 F） 各班の皆さん、お約束の時間になりました。分野に分けたり、大事なポイント

を確認していただいて、発表に移りたいと思います。 

 

―― メディアに対して説明をうながす。 

 原子力は怖くないことのアピール。 

 原子力組織をクリアなものにする。 

 

（サブ F） 組織をクリアにする。他の付箋と違いますね。 

 

―― 透明性に近いのかな。 

 

（サブ F） 透明性に近いですか。 

 

―― これは冗談なのですけど、ゆるキャラを作る。 

 

（笑） 

 

―― ゆるキャラは結構いますよね。発電所にはいます。敦賀とか、浜岡とか。 
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―― 原子力はいろいろ分野がありますので、分野ごとの専門家でわかりやすい説明をす

る。 

 あとは、お金の使い方の透明性ですね。 

 

（総合 F） 皆さん、もう時間が終了していますので、意見をじっくり交換する時間はあり

ません。分野だけでも分けて、貼りだしていただければと思います。 

 

（F） では、私。 

 報道官みたいな人を育成しないといけないのではないかなと思います。 

 あと、責任体制を明確に。そのサポート体制もちゃんとしないと。人を選んだって、体

制がしっかりしていないと、立ち行かないのではないか。 

 

―― 確かにその通りですね。 

 

（サブ F） では、この中で、優先順位をつけます。 

 

―― これは大変ですね。 

 

（サブ F） 固まってはいるので。どれが 1 番ですか？ 

 

―― まあ、枚数が多いから、この辺が重要なのではないでしょうか。枚数でいくしかな

いと思いますけど。 

 

―― 「説明」と「透明性」とかですかね。 

 

（サブ F） では、「丁寧な説明」が 1 番ですか？ 

 

―― そうですね。説明の話と。それから、透明性と。 

 

（サブ F） 「透明性」が 2 番でよろしいですか？ 

 

―― 私はいいと思います。 

 

（サブ F） 3 番はありますか？ 

 

―― さっき（1 枚目の模造紙）の順番からいけば…。 
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―― メディアは、第三者ということですかね。なんともいえないところがあるな。 

 

（F） 先ほどの朝日新聞の話だと、メディアもムラに入っているということでしたね。入

っているのだったら、もっとちゃんと説明するメディアに育てないと。 

 

（総合 F） 準備のできたところから発表したいと思います。ボードに貼っていただけます

でしょうか。発表準備をお願いいたします。 

 

（サブ F） では、①、②でいいですか？ 

 それで、発表者を決めないといけません。 

 

（F） では、お願いします。 

 

―― ご指名ですか。はい。 

 

（サブ F） ファシリテーターのご指名で、発表者が決まりました。 

 

―― 間違ったことを言ったら、そうじゃないと言ってくださいね（笑）。 

 

＜終了＞ 


