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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。 

 

前回までの振り返り・グループワークの進め方 

 

（総合 F） では、第 3 回フォーラム振り返り用資料を使って、少しお話をさせていただき

ます。木村さん、よろしくお願いします。 

 

（木村） それでは、前回までの振り返りを、こちらの資料を使ってお話したいと思いま

す。 

 まず、この研究の基本的な考え方を、もう一度確認させていただきます。研究としては、

仮説を立て、その問題を解決するということになります。その仮説ですけれども、 

 「原子力ムラ」の境界を越えるために、市民と専門家が対等な立場で、お互いの間のギ

ャップとはそもそも何なのか、なぜそれが生じたのかを、知識、情報量、経験、社会的立

場、価値観、人生観等までを含んだ、お互いのコンテクストを共有し、お互いに尊重する

ことを可能とする仕組みが必要である。 

 となります。そういうことができないかということで、このフォーラムを組んだという

ことです。 

 ここで大きな課題となるのが、赤字で書いてありますけれども、どうしたら異なるお互

いを「尊重」できるようになるのか、ということです。「尊重」については、前回、「共感」

ということをお話しました。日本語の「共感」は、英語だとシンパシーとエンパシーとい

う 2 つの意味で使われています。それぞれ細かく訳すと、シンパシーは感情移入、エンパ

シーは自己移入と訳されています。学術的なところではそのように訳し分けているわけで

す。シンパシーというのは、本人になりかわって自分が考えるという考え方ですね。一方

でエンパシーは、本人の気持ちは本人にしか分からないので、その人がどういう文脈でそ

う思っているのかという情報を得た上で、自分がその立場だったらどう考えるのかという

ことを考えるような共感になります。こういうエンパシー的な考え方をお互いに持ちなが

ら話し合うということで、ある意味では、「自分とは異なる考えもまた真であろう」という

ことを認めて話し合う。どうにかして、そういうことをしていきたいというのが、このフ

ォーラムの根底にある流れです。 

 第 1 回のときは、そうはいいながら、時間の調整などなかなかままならないところもあ

って、やや強引に進めたところもありました。第 2 回では、この赤い用紙、青い用紙を用

意させていただいて、なるべく公平になるように、また、尊重するということを大切にで

きるように、少しルールをつけて話し合いをするというような方法論を試しております。 

 

 次に、「今までの流れ」です。第 1 回は『「原子力ムラ」とはなんだろうか？』というこ
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とで、皆様から「原子力ムラ」という言葉のイメージをいろいろ言っていただいて、それ

を共有して、「原子力ムラ」というものをどう捉えればいいのかということのヒントをいた

だくという形で進めさせていただきました。 

 第 2 回に行くにあたって、第 1 回の話し合いの内容をまとめました。次から 3 枚は、前

回もお配りしている内容です。1 枚目は言葉のイメージでまとめたもの。2 枚目は構成員で

まとめたもの。3 枚目は特性や性質。皆様からいただいた意見をこちらで再構築をして、モ

デルを作ってみたということで、原子力ムラというものが皆さんの中でどのようにイメー

ジされているのかを少し分かりやすく示したということです。 

 これを受けて、やはり原子力ムラというものは、なんとなく良いイメージを持たれてい

ないということが明らかになってきたということで、第 2 回は『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？』というテーマにしました。さらに、なんとなく

良いイメージを持たれない理由をしっかり解決することが、もしかすると、原子力ムラの

境界を越えるためのひとつの鍵になるのではないかということで、『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？』ということを話し合っていただいたということ

になります。 

 

 第 2 回に関しても、少し整理したというか、模造紙に書かれたものをほぼそのままデジ

タル化しています。 

 A 班は、ムラびとと市民の立場で、なぜ良いイメージを持たれないのかということについ

て話し合いを行っていました。ムラびとの立場としては、それを取り除く努力をしていな

い、あまり気にしない、というような意見がありました。一方で市民側としては、原子力

の悪いイメージ、アレルギー、こういうものが原子力ムラにも影響しているのではないか、

というような意見がありました。また、分かりにくいというご意見もあり、そういうとこ

ろが問題なのではないかということ。また、マスメディアの影響や、閉鎖性みたいなとこ

ろも、原子力ムラが良いイメージを持たれない原因なのではないかということを整理され

ています。 

 次に、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、というところでは、

ムラびと主体の活動や、広報活動。こういうところを頑張る必要があるのではないか。市

民側としては、フォーラムというご意見も、ありがたいことに書いていただいていますけ

れども。それから、興味を持ってしっかり話せるような雰囲気づくりが必要なのではない

か。あとは、教育や制度も、払拭するためには必要なのではないかというふうにまとまっ

ていました。 

 

 次のページにいきます。B 班です。やはり、良いイメージを持たれない大きな原因として、

不安なイメージがあるということ。こちらは A 班でお話されていたこととかなり共通的な

ところがあると思います。それこそ、原爆から始まって、事故、福島の対応。そして放射
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線、放射能。こういうところに対しての悪いイメージが、原子力ムラのイメージにも影響

しているというご意見がありました。もうひとつは閉鎖性の議論です。こういうところも

問題なのではないかというご意見が出ています。 

 このイメージを払拭するためにどうしたらいいかということで、ひとつは、透明性を持

つべきだという話。そして、放射線に関して、例えば情報の提供も必要だし、教育も必要

だというような話の展開をされていたということになります。 

 

 続きまして C 班です。なんとなく良いイメージを持たれない大きな原因として、情報の

透明性とか、そういうところに問題があるのではないか。それをさらに細かく分けて議論

が進んでいきました。ひとつは、分かりにくい説明があった。もうひとつは、真実を語っ

ていない。情報に関しても、こういう 2 つの原因があるのではないか。特に、真実を語っ

ていないというところからは、閉鎖性、排他的、不透明といったイメージが持たれていく

のではないか。その他にも、やはり多額な金額が絡んでいる事業であって、そういうイメ

ージがありますねという話、マスコミの影響もあるのではないでしょうかというような議

論が進められたということです。 

 その上で、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ということで、丁

寧な説明性、透明性というようなキーワードでくくられるようないくつかのポイントが指

摘されていました。 

 かなりはしょって話をしておりますので、実際にどういう話し合いがあったのかは、家

に帰ってから、ホームページのほうを見ていただければと思います。 

 

 では、最後のスライドに移ります。こちらは、皆さんがグループワーク 2 で話し合われ

た「次回に取り扱いたいテーマ」を、3 グループ全部まとめて、私の独断と偏見も入ってい

るのですけれども、まとめさせていただきました。 

 一番大きなかたまりは、関心やアレルギーやイメージ、それに付随するような情報提供、

透明性。そういうグループなのかなということです。原子力に関心を持ってもらう、正し

く理解してもらうために関心を持ってもらう、ということを扱いたいというのもあれば、

一方では、やはりアレルギーとか、イメージとか、こういうものがどうしてもありますよ

ねという指摘もあって、それらについて突っ込みたいというようなお話もありました。あ

とは、分かりやすい説明の仕方も、こういう話につながってくるのかなということです。 

 前回、最後に投票をしていただいて、この「関心」というところに中心をおいたテーマ

を今回は設定させていただいています。 

 その他にも、これに近いところとしては、教育、あとは、信頼やコミュニケーションと

いったテーマも挙がっていました。 

 あとは、枠組みとしては大きく 2 つあります。安全や危険ということについて話したい

というご意見。原子力の必要性、エネルギー全体との関係ということも話したいというご
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意見。この辺りに関しましては、実は第 4 回のテーマに反映させていただきました。次回

のテーマについては、本日最後に詳しくご説明いたします。 

 今日は、この太字の「関心・アレルギー・イメージ・情報提供・透明性」というところ

を中心として扱って、話し合いを深めたいと思っています。次回は、安全や危険、もしく

は原子力の必要性、エネルギー全体との関係性、本当に必要なのかどうか、ということに

ついて、テーマを移していこうと考えているところです。 

 

 以上が前回までの振り返りになりますが、そのままグループワーク 1 の説明に入ってい

きたいと思います。赤い紙と青い紙をご覧ください。 

 赤い紙、「ブレーンストーミングのやり方」は、前回皆さんにお配りしたものとほとんど

同じです。このフォーラムでは、「ブレーンストーミング」というスタイルの話し合いをさ

せていただいています。ブレーンストーミングというのは、端的に言うならば、ルールに

従って話し合いを進めるというスタイルになります。その結果、グループで考えをまとめ

たり、飛躍的なアイディアを出すということに使われる、そういう手法ということです。 

 この赤い紙は読みませんけれども、「今日のフォーラムで気をつけること」という枠の中

だけは読ませていただきます。こちらを前回もルールとして決めさせていただきましたけ

れども、今回もよろしくお願いいたします。 

 〔コミュニケーション〕、話し合いの中で気をつけておきたいこと。 

 まずは、「私は」という一人称で話すようにしましょう、ということです。「私たち市民

は」「我々専門家は」という話し方はしないようにしましょう。「私の意見」を述べること

が、このフォーラムでは大切だと思っております。それはお互いの意見を尊重するという

ことに繋がりますので、これは非常に大切だと思っています。私という一人称ということ

を注意して使っていただければと思います。 

 2 番目。誰かが話しているときには、自分が次に何を話そうかと考えるのではなくて、そ

の人が話していることをしっかりと聞きましょうということです。そのために、記録はサ

ブファシリテーターがやるというスタイルで進めたいと思っておりますので、ぜひ、他の

人が話をしているときは、それを聞くようにしてください。 

 3 番目。否定の言葉から話し始めるのは、なるべくやめましょうということです。尊重と

いうことを中心にしたフォーラムですので、ここはぜひ気をつけていただきたいと思って

います。「いや、そうではなくて」ではなくて、もし自分とは違うなと思っても、まずは形

式から始めても構いませんけれども、「なるほど、そのような考え方もあるのですね。」と

一旦収めた上で、「私の意見はそれとは異なりますが」と言っていただく。それを心がける

だけでも、尊重するという方向に一歩進めると思いますので、こういうところをぜひ気を

つけていただきたいと思います。 

 4 番目。話し過ぎない目安として、1 人が 1 回に話すのは 1 分以内ということでお願いを

したいと思っております。 
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 また、今日も、ファシリテーターは参加者の方の中からランダムに選ばせていただいて

おりますので、ファシリテーションのルールも読ませていただきます。 

 自分の意見を言うことより、グループの話し合いをまわすことに専念しましょうという

ことです。自分の意見も言っていただきますけれども、基本的にはグループの話し合いを

回すことに専念していただいて、一歩引いて客観的に見るということも経験していただき

たいと思っております。 

 2 番目。誰かが話しているときは、次はどのように展開しようかなどと考えるのではなく、

その人が話していることをしっかり聞きましょう。 

 3 番目。なるべく全員に話題を振って、皆に話してもらうようにしましょう。 

 4 番目。どんなに簡単な状況でも、相手の名前を呼ぶようにしましょう。 

 5 番目。これは周りの人に手伝っていただきたいということですけれども、グループみん

なでファシリテーターを助けるようにしてください、ということです。 

 その下には、サブファシリテーターの役割が書いてあります。基本的には記録です。書

かれていない発言をポストイットに書き出して、模造紙に貼るという役です。もうひとつ

は、ファシリテーターがルールを回しきれていないときに、それをファシリテーターに指

摘したり、ファシリテーターの作業を支援したりするという役割になります。 

 ファシリテーターは、この場をどうおさめていいか分からない、この後何をしたらいい

かが分からなくなった、などの場合には、サブファシリテーターに相談して下さい。とい

うことになります。これが全体の話し合いの進め方ということです。 

 

 今度は、青い紙の「グループワーク 1 の進め方」をご覧ください。 

 目的。振り返りのところでもお話しましたけれども、このフォーラムは、「原子力ムラ」

の境界を越えるという目的のために開催されています。まず、第 1 回では、「原子力ムラ」

のイメージを整理して、全体として「原子力ムラ」というものがあまり良いイメージを持

たれていないことが分かりました。それを受けて、第 2 回ではその原因を話し合いました。

その結果、「原子力や放射線の危険・怖いというイメージ」「利益に絡んだダーティなイメ

ージ」「わかりにくい説明や真実を語っていないという閉鎖性」「マスメディアからのイメ

ージ」等が原因として挙げられたということになります。そして、「原子力ムラ」が持たれ

ているイメージを払拭するためのキーワードとして、「原子力への関心」「教育」「情報や組

織の透明性の向上」というものが挙げられております。 

 我々としては、もう少しここについて突っ込んだ話し合いがほしいということ、また、

皆さんの中でも、「原子力への関心」をキーワードとした話し合いをしたいという方が多か

ったということもありましたので、そこに焦点を当てて、以下のようにテーマを決めさせ

ていただいています。 

 『原子力に関心を持つためにはどうしたら良いのか？ 無関心は本当にダメなのか？ 

「原子力への関心」とはそもそも何だろうか？』 このように、「原子力への関心」という
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ものに焦点を当てて、それを深めるような議論をしていただきたいと思っております。 

 キーワードとしては、原子力アレルギー、原子力そのもののイメージ、モチベーション、

教育。そういうものが付随するキーワードとして出てくるのではないかなということで書

かせていただいております。 

 

 具体的にはどういう手順でやっていくかということですけれども、その下の表を見てい

ただければと思います。 

 まず、皆でこの用紙を確認しましょう。それは今やっているところです。 

 1．まず、テーマの質問に対して、皆から意見を出してもらいます。3 分程度を区切って、

皆にポストイットに書いてもらって、手元にストックしておいてもらってください。1 枚に

つき、1 つの意見です。意見の質にはこだわらず、たくさんの意見を書いてもらうように心

がけます。 

 2．皆に意見を読み上げてもらいながら、模造紙に貼っていきます。意見に対する意味の

確認をしてください。意見に対する意見は、皆が貼り終ったあとです。 

 今回は、横に目安時間を書かせていただいています。必ずしもこれを守る必要はないで

すけれども、ここまででだいたい 10 分くらいかなと考えています。 

 3．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。書くというのは結構時間がかかりますので、この部分でど

んどん行ってしまうのではなくて、落ち着いてやっていただけると、話し合いがしっかり

と明確に見えながら進められると思いますので、お願いします。ここに関しては、15 分く

らいを目安として考えております。 

 それが終わった後に、4．出てきた意見をグルーピングします。グループを作ったら、そ

れぞれに一言でタイトルをつけましょう。 

 5．それぞれの意見やまとまりについて、評価したり、構造化したりしましょう。発表の

ことも考えて、グループ内での優先度をつけても構いません。ここも 15 分くらいかと思っ

ております。 

 これらが終わったら、模造紙をホワイトボードに貼りだして、最後に発表者を決めてく

ださい。 

 注意点です。時間は 45 分を考えております。時間の目安を参考にして、時間管理を進め

ていただければと思います。また、グループワーク終了の 15 分前に総合ファシリテーター

からアナウンスがありますので、それもひとつの目安にしていただければと思います。以

上が説明になります。 

 

（総合 F） このあとグループワークに移っていただくのですけれども、ここまでの内容で、
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何かご質問があれば、お受けいたします。 

 

―― 第 3 回は「省エネを考える」というテーマ案があったので、私は「省エネを考える」

だと思って来ました。もちろん、話し合う内容については、フォーラムの進行状況等で変

わっていく可能性はありますということなので、変わるのは仕方がないのですけれども。 

 『原子力に関心を持つためにはどうしたら良いのか？』とか、『原子力に無関心なのは本

当にダメなのか？』とか、『「原子力への関心」とはそもそも何なのか？』とか、原子力あ

りきで始まっているので、ちょっと風向きが、一般人の意見は必要ないような感じなので

すけれども。 

 

（総合 F） 分かりました。今回のテーマがなぜこれになったのか、もう 1 回説明をお願い

します。 

 

（木村） 前回、次回のテーマをその場で決めさせてもらいました。その結果として、こ

こに挙がったようなものになったというのが、流れとしてあるということです。 

 そういう意味では、次回第 4 回は、エネルギーの中の原子力というような、いろいろな

話ということで進めさせていただきますけれども、今回はこちらの方向でお願いできれば

と思っております。 

 

―― 推進派に迎合するにはどうしたらいいか、みたいな感じにならないかと思ったので

すが。 

 

（木村） 推進派ということで書いているつもりはないのですが。 

 

（総合 F） 私のほうからでよろしいですか。 

 私は、この「関心」という言葉をどのような意味に捉えるかは、お一人お一人違うと感

じています。やはりこの会は、いろいろなご意見があって、それを話していただく場とい

うことでやっていますので、原子力そのものに対してはいろいろなご意見があっていい場

だと思っております。ただし、前回皆さんの中で、「関心」という言葉で話したいというご

意見が非常に多かったのです。ですから、「関心」という言葉でどんなことを思っておられ

るのかは、お一人お一人違うのではないかと思います。 

 ですから、『「原子力への関心」とはそもそも何だろうか？』という辺りでしっかりご意

見を言っていただくことで、原子力ありきで話しているのか、そうじゃないのか、皆さん

のご意見がはっきり出てくると思います。 

 前回皆さんが提案をし、投票してくださった視点を尊重して、今回のテーマを決めさせ

ていただきました。ぜひ、今のようなご質問も踏まえた上で、真剣に話していただければ
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ありがたいと思っております。いかがでしょう？ 

 

―― 私は前回休んでいるので、変わってしまったという流れも今見せていただきました

し、仕方ないです。 

 ただ、これから私が書いていく上において、関心を持つためにはどうしたら良いかとか、

ムラ側の意見になってしまわないかということが心配だっただけです。 

 

（総合 F） ありがとうございます。ですから、今申し上げたように、「関心」という言葉

に関して、厳しい気持ちで関心を持つという使い方もあるかもしれません。やはり、お一

人お一人によって、「関心」という言葉の持つ意味が違うのではないか。また、非常に多く

の方から、こういうテーマへの賛同の意見があったということを踏まえて、事務局のほう

で考えたということです。 

 

（木村） 実は、運営側でミーティングをしていたときに、テーマを決めるときにすごく

悩んだのですね。 

 「関心を持つためにどうしたら良いか」とただ言ったら、推進的な話しか出てこない。

こちらとしてもそういう危機感を持ったので、そもそも関心とは何なのか、というところ

までしっかり話していただきたいということで、今回テーマ設定をさせていただいていま

す。 

 ですから、前回いただいたご意見そのままのテーマにはなっていないのですけれども。

原子力の関心とはそもそもどういうものなのでしょうか、ということも踏まえて、議論し

ていただきたいと思っています。キーワードとしては、原子力アレルギー、原子力そのも

ののイメージ、みたいなものも挙げまして、そもそもどうしてこうなっているんだろうか、

どのように考えるだろうか、そういうことも踏まえて、深堀りしていただきたいなと思っ

ています。 

 

―― いや、私はもう書くことがないなと思ってしまったのですよね。 

 

（総合 F） 今、この言葉を聞いたときの率直なご意見を言っていただきました。ありがと

うございます。今の木村さんの話のように、運営側も、今回のテーマを決めるときに、非

常に悩みました。こういうテーマの中で、率直にお気持ちを出していただくということが

大事なのではないかと思っております。よろしいでしょうか？ 

 それでは、このテーマのもとに、時間をうまく使って、皆さんの率直なご意見が交流で

きるように進めていただければと思います。 

 なお、皆さんが入り口で引いてくださったくじに、四角が書いてある方がファシリテー

ター役になります。どうぞよろしくお願いいたします。 
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 グループワーク 1 のファシリテーターはどなたでしょうか？ 手を挙げていただけます

か。はい。ありがとうございます。それで、皆さんにお願いですが、ファシリテーターさ

んの進行を、皆さんで協力し合って、一緒に進めていただければと思います。サブファシ

リテーターは、そういう流れを支えさせていただく、応援させていただくということで、

必要があるときにやらせていただきますので、皆さんの中で積極的に進めていただければ

と思います。 

 これからの進行なのですが、お話は大事なので、45 分間しっかりと使わせていただきた

いと思います。14 時 35 分まで話し合いで、それが終わったらすぐに発表となります。15

分前、14 時 20 分になったら、あと 15 分ですとお声をかけます。それでは、ファシリテー

ターの皆さん、どうぞよろしくお願いします。 


