
 - 1 - 

※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 2 B 班 

 

（F） よろしくお願いします。まず、質問のグルーピングをしないといけないのですね。

では、順番に読み上げていきます。これはもう、皆が勝手に貼っているのですよね？ 

 

（サブ F） だいたい似たものはまとめました。 

 

（F） もうサブファシリテーターの皆さんがグルーピングしてくださっているのですね。

では、こちらからいきます。 

 「どうして大人へは無理だと思うのか？」「大人は何才くらい？ どの世代？」「なぜ大

人への教育は無理なのか？」。ここは皆、大人はなぜ無理なのですか、ということについて

の疑問ですね。 

 「広報・対話の具体案は？」。「コミュニケーションの改善方法」。一般の方と専門家との

コミュニケーションの改善方法は何か、ということですね。 

 「何を目的とした教育？」。 

 「市民側からできる不安払拭法は？」。 

 「何の魅力でしょうか」。 

 「不安のイメージとは何ですか？ ①放射能？ ②見えないから？ ③原爆と同じだか

ら？」。 

 あとは、「閉鎖性と組織体制の相違？」「組織の透明性をどうやって確保するか？」とい

う質問ですね。これについて、今度私たちは何をやるかというと、 

 

（サブ F） まずは、グルーピングがそれでいいかどうかです。 

 

（F） ええと。「大人へは無理」に関することと。 

 具体的にはどのようにコミュニケーションを取っていくのかということと。「市民側から

できる不安払拭法は？」、これはちょっと違いますね。 

 

―― どういう観点で 3 つ選ぶんでしたっけ？ ああ、回答すべきものか。 

 

―― 教育に関する質問が多そうな感じがしますね。 

 

（F） 私たちの班は、他のチームと比べて、「教育」というところが特徴だと思うので、「教
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育」についてもうちょっと考えてもらいましょうか。 

 

―― これも「教育」のことですね。大人の。 

 

（F） そうですね。 

 

（サブ F） これとこれは似ているのですね。 

 

―― 学校教育と、子供への教育と、一般の大人への教育。 

 

―― そうですね、大人への教育は別ですね。 

 

（サブ F） では、「教育」が優先順位①でいいですか？ 

 

（F） そうですね。優先順位①でいいでしょうか？ 

 そうすると、もうひとつは、対話とかコミュニケーション、広報についてかな？ あと、

これは面白いですね。「市民側からできる不安払拭方法は？」。 

 

（サブ F） 不安払拭法というのは、これ（コミュニケーション・広報）とつながっている

のですよね。 

 

―― そうですね。市民側からできることは何か。 

 

（サブ F） これをやると、結果的にこうなるということですよね。これが、イコールこれ

にもなり得るわけですよね。 

 

―― なり得るかどうかは分からないですけどね。市民側からできることですよね。だか

ら、「市民側からできる不安払拭法は？」の答えが、こういう広報をしてください、という

ことであれば、つながりますね。 

 

―― そうか、両方出せばいいのか。 

 

（F） では、この縦に並んでいる辺り、コミュニケーションということについて考えてみ

ますか？ 

 

（サブ F） 皆さんで優先順位をつけないといけません。 
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（F） これは優先順位 2 番でいいですか？ 

 

（サブ F） こうやって（不安関係の質問と、コミュニケーション・広報関係の質問をまと

めて）2 番でしょうか？ 関係ありますよね？ 

 

（F） それでいいですか？ これ（不安払拭）のひとつの方法が、これ（コミュニケーシ

ョン・広報）になるのかもしれないですね。 

 

（サブ F） あとは、透明性に関する質問がありますね。 

 

―― 2 つでもいいのですよね？ 

 

（サブ F） その他は③にしておいて、優先順位①、②からやればいいのではないでしょう

か。 

 

（F） では、①、②から進めて、この辺りは時間があればという感じですね。ではこの辺

りは③にしましょう。 

 では、質問に対して各自でポストイットに回答を書きましょう。長くなる場合は、キー

ワードを書くにとどめますと。 

 

（サブ F） まずは①についてですよね。 

 

―― 時間はどのくらいにしますか？ 

 

（F） 1 つずつ分けて書きますか？ まずは①について。 

 

（サブ F） 1 分でいいですか？ まあ、書いてみましょう。まだ書いている方がいたら待

ちましょう。 

 

（F） はい。分かりました。では、とりあえず 1 回の目安は 1 分でお願いします。 

 

（記入中） 

 

（F） 皆さん、①を書いていますか？ 
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（サブ F） 時間があったら、②も③も書いてください。 

 

（記入中） 

 

（F） では、3 分くらい経ったそうですので、順番に貼っていきましょうか。 

 まず①についての皆さんの回答をお願いします。では、そちらの方からお願いします。 

 

―― まずこれは大雑把に、学校の教育、理科で正しく教えていくということです。 

 

（サブ F） これは放射線についてですか？ 

 

―― 全体に。放射線だけではなくて、原子力に関しての問題ですね。 

 ある程度幼い年齢からの積み重ね。教育というのは積み重ねが必要だと思います。 

 私は、他のことで感じているのですけど、子供たちが教育されると、家で子供たちって

親に言いますから、そこからの理解が必要ではないか。小さなことかもしれないけれども。 

 

―― そうですね。（子供から話を聞いて）ああ、そうなんだって思うこともありますもん

ね。 

 

―― それはすごい大事な気がするのです。 

 

（F） では次の方、お願いします。 

 

―― 先ほども議論が出ていましたが、大人が無理だと思うのは、頭の固い人が多いから

という話です。とはいえ、あきらめちゃったら駄目じゃないのかというところはあるので、

確かにご指摘の通りかなと。「それでも説明する努力が必要ではないか？」というコメント

については、ご指摘通りということです。 

 

（F） ②も今一緒に貼っちゃいますか？ 

 

―― あ、いいですか？ 

 

（サブ F） どうぞ。 

 

（F） では、②もお願いします。 
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―― コミュニケーションの改善方法というのは、一方通行だとどうしてもギャップが出

てしまうので、こういった双方向の対話、今やっているようなフォーラムというのをどん

どん広げていくべきかなと思います。 

 それから、不安を払拭できる方法というのは、よく分からないから不安なので、学ぶ必

要があるということですね。 

 最後に、おまけですけれども、「なんの魅力でしょうか」に対しては、原子力そのものの

魅力と、あとは業界で働くことの魅力をアピールすべきかなと思います。 

 

（F） ピンと来ないですね（笑）。 

 

―― ちょっとこれはずれるのですけど、多様性について言うと、いろいろな人というの

もあるのですけれども、結局個人の意思でそれぞれ職に就いているわけです。私は大学は

工学部を出て、原子力系の会社に入って、周りがそもそも男ばかりなのですよね。だから、

個人の志向として、原子力というのは男が集まりやすい分野なんだなというのは、ひとつ

あると思います。 

 

―― それは、やっぱり一般に教育されていないから、そうなっていくのだろうと思うの

です。大学とかに入ってから教育されているので。そうするとまた全然違ってくる。女の

子たちも理科の好きな子はいっぱいいるわけでしょう。 

 

―― やっぱり小さい頃、女の子はなんとなく文系ね、みたいな教育はありましたね。 

 

（F） だから、その前の段階の教育からですね。 

 

―― 放射線の教育って、理科教育の充実のひとつだと思うのですよね。あ、すみません、

そちらの方から行きますか？ 

 

（F） では、次の方、どうぞ。 

 

―― はい。私もまず大人って何だろうと思ったのですが、まあ、大人って、何歳とかじ

ゃなくて、ぶれなくて頑固な人のことかなと。 

 

―― ああ、いろいろな価値観がある程度固まっているということですね。 

 

―― 次は教育の話なのですけど、これは私は小学校のイメージだったのですけど、例え

ば先生が教えようとしても、たぶん放射線って難しくて分からないんじゃないかなと。 
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 あとは、「何を目的した教育？」に関しては、放射線とは何かというのを客観的に知った

ほうがいいかなと思います。 

 

―― 正しく理解をしていくっていうことですよね。教育っていうのはね。 

 

―― そうですね、そういうことですね。 

 あともうひとつは、哲学的になってしまうのですが、多様な見方に対する教育。1 人がこ

う言ったから付和雷同的に言うわけではなくて、自分はこういう意見があるっていうのは

本当はあるはずなので。そういった議論とかディベートができるような、自分の意見が持

てるような教育。 

 不安に関しては、漠然としているから不安なのだと思います。またこれも問答みたいな

ところがあるのですが、分からないことが分からないから。何が分からないのかが分から

ないから、何だか分からないけど不安なのだろうと。 

 あとは、対話の具体案とかコミュニケーションの改善としては、双方向になって、市民

の要求をすくい取って回答することなのかなと思います。 

 回答が皆くっついちゃって、どれが問題が分からなくなっちゃいましたね。 

 

（サブ F） そうなのですよね。答えには A と書いておかないと、あとで分からなくなり

ますよね。 

 

（F） では、次の方、お願いします。 

 

―― 私は、中学高校くらいの間で、理科の一環として、放射線リスクとか、化学物質と

か、原子力とかの教育が必要だと思います。なぜ必要かといったら、この世の中で生きて

いく、生活の中でも必要な知識だと思うのですよね。 

 

（F） ふーん。そこは、一般の人とかなり違うと思います。ああ、一般の人って言っちゃ

いけない。私とは。 

 

―― そうですか。生活の中で必要な知識とはあまり思えない？ 

 

（F） いや、まあ、今は（議論は）いいですね。 

 

―― いや、私は分かります。 

 

（サブ F） （議論は）とりあえず貼ってからにしましょうか。 
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―― あと、これとこれをつなげるのは、市民側から報道に対する要望が出せればいいの

かなと。それと、報道が全て正しいとは思わないという、メディアリテラシーみたいな感

覚はもうちょっと持ったほうがいいと思いました。 

 あとは、大人は無理という話ですが、不安でいたい大人は理解しようとしないのですよ。

これは私も対応してよく分かったのですけど。 

 

（F） 不安でいたいというのは、原子力に対してということですか？ 

 

―― はい。まあ、いろいろなものに対しても。「これが不安だ」と決めてしまったら、「こ

れはこういうことだからこれで大丈夫ですよ」と言っても、「いや、でもこれがあるでしょ

う」って、次々と出してこられるのです。堂々巡りになるのですね。 

 

（サブ F） 病気でいたい人とか。 

 

―― あ、そうそう、そんな感じです。そういう感覚は似ているかもしれない。 

 

―― そういうふうに思っている人からそれを取り除くのは、とても難しいですね。 

 

―― 被害を受けている感じがするのですよね。 

 

―― そう。 

 

―― あとは、これが知りたい、こういうことを教えてほしいという発信を、報道とかに

してほしいなということです。 

 

（総合 F） ファシリテーターの皆さん、あと 10 分です。そろそろ次回のテーマ案に話を

進めてください。いくつ出ても構いませんが、優先順位をつけていただければと思います。 

 

―― 閉鎖性に関しては、要は同世代、同性、同じ組織経験の人たちだけで物事を決める

ような組織は、閉鎖的な発想になりやすいんじゃないですかということです。 

 あと、魅力に関してですけど、やっぱり皆さん、自分の仕事に誇りを持っていますので。 

 

（F） ありがとうございます。では、私ですね。 

 大人はどうして無理かということについては、一度ついたイメージはなかなか変えられ

ないと。私は大人と言いましたけど、20 歳くらい、だいたい高校を卒業したくらいからは、
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やっぱりなかなか難しい。高校くらいまでかなという感じですね。 

 なので、先ほど積み重ねが大切というご意見がありましたよね、それと同じで、若いう

ちからそういう正しい情報を伝えていくこと。そういうのがずっとつながっていくべきで、

何かあったときにぱっとやるのではなくて、常日頃から、ということです。 

 

―― どんなことでもそうですよね。 

 

（F） 日頃からいろいろな情報を伝えていく。何かあったときだけではなくて。 

 ②については、やはり個人の努力に頼らない制度が必要だと思います。それが何なのか

というのは分からないのですけど。お互いに理解しましょうと言って理解ができるような

ら苦労はないと思うので、何か制度としてできるものがあればなと思いました。 

 では、終わりましたので、これで、ええと、まとめたということでいいでしょうかね。 

 

（サブ F） そうしたら、次の、 

 

（F） ああ、次回のテーマですね。では、2、3 分ですね。皆さん、それぞれ書いてくだ

さい。 

 

―― 回答はまとめないでいいのですか。なんか、よく分からないのですけど。 

 

―― 1 問 1 答でいいんじゃないですかね。 

 

―― まとめるのは難しそうですね。 

 

（F） でも、似たようなのは出ているかなと思います。 

 

―― この中から、また掘り下げたい感じのものを次回に持っていくということですか？ 

 

（サブ F） そうですね。 

 

（F） この人の話はもうちょっと聞いてみたいっていうのを、次回のテーマに出せばいい

ということですか？ 

 

（サブ F） そうです。 

 

（記入中） 
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（サブ F） （次回のテーマは）名前を付けることになっていますね。グルーピングをして、

名前をつけます。 

 

（F） グルーピングして名前。皆さん何か書きましたか。もうそろそろ時間ですよね。で

は、次回のテーマ、あれ、皆さん書いていないんですか？ 

 

―― 難しくて。 

 

―― 難しいです。 

 

（F） そうですか。では、この中でもっと聞きたいというのはありますか？ 

 

（サブ F） とりあえず、1 枚ずつ出して、またそこから話し合ってみましょう。 

 

（F） はい。では、どうしましょうか、私はあるので、貼りましょうか。あ、でもそちら

の方も書かれていますね。では、どうぞ。 

 

―― 学ぶことについてですが、専門家はだいたい皆学んでいるから、当然学びたい人た

ちなのでしょうけれども、一般の方々は本当に勉強したいのかな。それはなぜかなって。

そもそもの原子力に対する姿勢みたいなところは掘り下げたいかなという気はしました。 

 

（サブ F） これは市民の方に対してですか？ 

 

―― いや、専門家もです。専門家は当たり前か、これは（笑）。勉強したくない原子力の

専門家はあまりいないから、ちょっとすみません、掘り下げるには浅いですね。 

 

（F） いや、そんなことはないと思いますよ。 

 

―― 私はこの問題の言いだしっぺだったので、個人的にはもうちょっと考えてみたいな

と思いました。閉鎖性と透明性を良くすると、役に立つのかな。役に立つとしたら、どう

すればいいのかなと。これは私の個人的な興味でもあるので。 

 

（サブ F） 「どうしたらいいか？」ですか？ 「役に立つか？」ですか？ 

 

―― 役に立つか。役に立つなら、どうしたらいいか。 
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（F） では、そちらの方、お願いします。 

 

―― 私は、勉強したいと思うには、興味がないとできないと思うので、一般の人に原子

力に興味を持ってもらうには？ かなと。 

 

―― それは、良いも悪いもですか？ 

 

―― どうなんだろう、寝た子を起こすような気もするし、本当に安全に事業が進んでい

れば別に知らなくてもいいと皆思っているのかもしれないし。 

 

（総合 F） あと 2 分ですので、次回のテーマを出して、優先順位を決めていただければと

思います。 

 

（サブ F） 興味を持つというのは、ひとつには、正しく理解するということも入っている

のですよね？ 

 

―― そうですね。 

 

（F） では私。原子力は安全なのか。安全だと思っているのか。 

 

―― 究極ですね。いや、私、最初このテーマが来ると思っていたんですよね。 

 

（サブ F） 誰がですか？ 

 

（F） 皆が。私は、専門家の人が、原子力が安全と思っているのかどうか、本当に知らな

いのです。 

 

（サブ F） 国民全体がですか？ 

 

（F） そうです。だから、専門家も含めて、全員が。 

 

―― それが一番大事かも。 

 

（F） 先ほど、「生活の中で必要な知識として」というご意見がありましたけど、必要な

知識なのだろうかということも聞きたいのです。知識もそうだし、原子力は必要なのだろ
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うかとか、そういうことも含めて、もっと皆さんの意見を聞きたいと思います。 

 

―― ひとつは、今はともかくとして、電気の 3 割 4 割近くを供給していた時期があった

わけです。なのに学校では、原子力発電がどういうものかを教えていないのですよね。 

 

（F） ああ、なるほど。 

 

―― だから、自分たちの電気がどうやってできているのかを子供たちが知らないという

のは問題だなと当時思っていたのです。 

 それから、事故の後は、放射線はどこまで危なくて、どこから気にしなくちゃいけない

のかということも、残念ながら生活に必要な知識になってきちゃったのかな、ということ

を想定していました。 

 

（サブ F） よろしいですか。それで、この中から優先順位をつけないといけないのです。

次回のテーマの優先順位です。 

 

（総合 F） ありがとうございます。時間になりましたので、各班から質問の答えと、次回

のテーマを発表していただきます。 

 

（F） 「原子力を勉強したいですか。それはなぜですか」。「原子力に興味を持ってもらう

には」。 

 

―― 同じですね。 

 

（サブ F） まず、1 番をどれにするかを決めたらいいんじゃないですか？ 

 

（F） 1 番をどれにするか。 

 

―― より一般的なこれ（「原子力は安全なのか」）がいいと思います。こちらはどうして

も専門家目線があるというか。 

 

―― それが本当は一番皆やりたいことなのでは、という気がしないでもないです。 

 

（サブ F） 2 番はどうしますか？ 

 

（F） やはり、興味を持ってもらうにはどうしたらいいかというのは大切だと思います。 
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―― 良いも悪いも含めて。 

 

（F） そう、ただなんとなく不安と言っているのではなくて。 

 

―― そうですね。良い面も悪い面も両方。それで、興味を持ってもらう。私みたいに原

子力の本のところに立っちゃう人がいたから。 

 

―― すごい効果ですね。 

 

―― （自分って）単純だよねと思いながら（笑）。 

 

（サブ F） この順番でいいですか？ 

（1 番：原子力は安全なのか。 

 2 番：原子力を勉強したいですか、それはなぜですか。原子力に関心を持ってもらうには。 

 3 番：ムラ組織の閉鎖性と透明性を良くすると役に立つか？ どうするか？） 

 

―― はい。 

 

＜終了＞ 


