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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 2】 A 班 

 

（F） では、質問を読み上げますね。 

 「何もいわないこと、黙認か単に無関心か見極めが難しいのでは」。「投票行動との対比

は面白い。もう少し説明がほしい」。「原子力への関心が定義できれば関心を上げられる？」。

「教育について、正解のない問題とはどういう意味？」。「正解ない場合のおとしどころの

つけ方とは」。「誰が説明するのか？」。 

 「説明できる人がどこにいる」（笑）。そうですよね。 

 「説明する場をどのように設けるのか」といったって、今の私たちのこの場がそうです

もんね。 

 「勉強って具体的にどんなこと」。 

 「非専門家にとっては関心を持つためにできることはないですか？ （「説明」しかなか

ったので…）」。非専門家にとって、というのは、市民にとって、ということですよね。「説

明」しかなかった、というのは、まずは説明ということですか？ 

 

（サブ F） 専門家からの上からのベクトルしかないけれども、市民からで何かやれること

はないのか、ということでした。 

 

（F） 3 つとりあえずクエスチョンを決めたいと思います。何がいいと思いますか？ 

 「情報公開しても聞いてもらえるのか？」というのはすごい面白いんですけどね。聞い

てもらえるでしょうかね。 

 「どのような考え方での危険性？ 経済的？ 医学的？」。これはどういうことですか？ 

どこを見てこういう話になったのだろう。 

 

―― 〔危険性理解〕というところでしょうか。 

 

（F） こちら側に対しての質問ですね。とりあえず、3 つのテーマごとに分けますね。 

 

―― ああ、そうしましょうか。 

 

（F） ええと、勉強とかはこちらですよね。「情報公開しても聞いてもらえるのか」はど

こかな。情報公開はこちらですか。 

 「説明できる人がどこにいる」はこちら。「誰が説明するのか」。この辺が多いですね。 
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―― これ（「勉強って具体的にどんなこと」）もこちらではないですか。関心を持つには、

ということですよね？ 

 

（サブ F） すみません、これに関してご本人は、〔意見を持つ前の準備・勉強〕というの

はどのようにするのですか、とおっしゃっていました。 

 

（F） ああ、学校教育のほうの勉強じゃなくて、こっちのほうということですね？ 

 

（サブ F） はい。 

 

（F） 「教育するにも問題意識をどう持たせる？」というのは、こっちですか。 

 

（サブ F） 教育ですね。 

 

（F） 「何も言わないこと、黙認か単に無関心か…」これはここですね。 

 「輸出は日本の中でも安全性うんぬんの話あるが、海外にもっていってよいのか」。輸出

の話はこちらでしたよね。 

 

―― これは、「関心を持つために」ということなので、こちらではないですか。 

 

（F） そうですね。 

 「原子力の関心が定義できれば…」、定義だからこちらですね。 

 だいたい 3 つに分けたということで、優先順位をつけたいと思うのですけれども。 

 一番多かったのは、同じような内容ですけれども、「誰が説明するのか？」「説明できる

人がどこにいる」「説明する場をどのように設けるのか」ですね。「情報公開しても聞いて

もらえるのか」も同じですね。それから、「どのような考え方での危険性？」、「関係を持つ

ためにできることはないですか？」という辺りの質問の答えを考えていくしかないのです

けれども。 

 「もう少し説明がほしい」というのものもあるのですけれども、これは、どうしますか？ 

 意外と質問が少なかったというか、時間が足りなかったっていう感じですかね。 

 

（サブ F） 各班、だいたいこれくらいの数ですね。 

 

（F） ああ、そうですか。 
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―― たぶん、それぞれに 1 つずつじゃなくてもいいわけですよね。その辺が多ければ、

そこに集中してもいいということなのですよね。 

 

（サブ F） まあ、3 つくらいは大丈夫じゃないかという話ですね。 

 

―― 2 つでもいいということですよね？ 

 

（サブ F） そうです。 

 

（F） 「誰が説明するのか」「説明できる人がどこにいる」、この辺を答えますか？ でも、

答えようがないですよね。私たちが答えられるのですか？ 

 

―― でも、確かにそれはそうなのかもしれない。 

 

（F） 要は、中立な立場の人というのは誰なのか、ということですよね。 

 

―― 分からないなら分からないなりに、それが課題な気がするから、話したら面白いの

かなと思います。 

 

（F） じゃあ、どういうふうに答えますか？ 

 

―― それをこれから話し合ったら面白いかなと思ったのですけど。 

 

（サブ F） 先に質問を決めましょう。 

 

（F） じゃあ他にも聞いてみてください。 

 

―― この 2 つは、「正解がない」に関する質問ですよね。 

 

―― そうですね。この班ではそこは比較的ストンと落ちたのですけどね。 

 

（F） そうですね。だから 3 班あっても全然違うなと思いました。 

 

―― 正解がないものに対しては、いろいろ意見を言って、それで自分の意見をまとめて

いくきっかけにすればいいかなと思います。 
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（サブ F） 今おっしゃったような回答でもいいと思いますね。 

 

―― 「正解のない」について、何か答えてもいいのかなと。 

 

―― そうですね。 

 

―― 面白そうですね。 

 

（F） では、これを第一の質問にしましょう。〔正解のない問いの認識〕というのは、ま

とめ的なところがありましたし。 

 次は、教育のことについてやってみますか？ 「教育するにも問題意識をどう持たせ

る？」。ああ、「教育について正解のない問題とはどういう意味？」というのも教育か。こ

こに入れますか？ 入れたらちょっと変わってきますか？ 

 

―― でも結構、 

 

―― 関わっていそうな気もする。 

 

（サブ F） ディベートすれば自分の問題として考えられると先ほど（グループワーク 1）

おっしゃっていますからね。 

 

―― そうですね。 

 

（F） 次はどうしますか？ 「説明」「説明」「説明」と 3 つ来ているので、これを取り上

げますか？ 

 

―― この辺がいいのかな。 

 

―― 人数が多いから。 

 

―― 誰が、ではなくて、どんな人が、とか、要件でもいいと思う。 

 

―― どんな人がどうやって説明するのか。 

 

（F） まあ、ここは大切ですよね。 
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―― 争点になっている問題であればあるほど、中立な人はいない、という言い方もでき

るかもしれないですけどね。 

 

―― 万人受けするということであれば、子どもニュースのお父さんとかですかね。分か

りやすいから。 

 

（F） Q3 はどうしますか？ 

 

―― Q1 が最終的なおとしどころの問題で、Q2 が誰がという話で。あとはたぶん、「何を」

とか。Who と How と、その答えの出し方みたいな感じなのかなと。 

 

―― これも結局は関心と絡む話ですよね。 

 

―― そうですね。中身の話になっていくので。 

 

（F） そうしたら、これを Q3 にしますか？ 

 

―― 「投票行動との対比は面白い。もう少し説明がほしい」。うーん。 

 

（F） 「無関心」に関係する質問はこの 2 つしかないので。 

 

―― 「情報公開しても聞いてもらえるのか？」も、無関心だからそもそも、っていう話

ですよね。 

 

―― 結局これも、ここにリンクしていると思うのですよ。具体的に何をすれば聞いても

らえるのか、というふうな。 

 

―― 結局、3 つ目の質問は何なのですか？ 具体的に。 

 

（F） そこは、だから、優先順位 3 番目ですね。時間があったらやるようにしましょう。

そこはちょっと難しい。（質問を決めずに保留） 

 では、いいですか？ まず Q1 からやりましょう。「教育について「正解はない問題」と

はどういう意味？」「正解ない場合のおとしどころのつけ方とは」。意味を聞かれているの

と、おとしどころを聞かれているのと、それから、問題意識をどう持たせるのかという 3

つの質問に、まとめて答えたいと思うのですけど。 
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（サブ F） では、皆さん、1 分程度時間を取って、各自ポストイットに回答を書きましょ

うと。 

 

（記入中） 

 

―― 今は Q1 だけでいいのですね？ 

 

（サブ F） はい。Q1、Q2、Q3 と順番にいくようです。 

 とりあえず 3 分経ちましたけど、どうしましょうか。 

 

（F） では、意見を貼ってもらっていいですか。そちらの方からお願いします。 

 

―― 意見は言わなくていいですか？ 

 

（サブ F） いえ、言ってください。 

 

―― これは、あくまでも自分の考えをまとめるきっかけです。将来変わり得るので。い

ろいろ知識が増えれば変わっていくので。その時点での考えをまとめるきっかけというこ

とでいいのではないかと思います。 

 

（F） 1 つだけですか？ 

 

―― はい、1 つだけです。 

 

（F） では、私は、正しい答えが必ずあるわけではない。それでも判断していくためには、

世論調査を活用していくとか、メディアで討論会を開くなりすることによって、おとしど

ころができるのではないかということです。こちらはおとしどころについて。 

 教育については、押し付けにならないよう、中立かつ公平で正確なデータを示していく。

きっかけを作るには、やはり知ることが必要だから、と書きました。 

 では、次の方、どうぞ。 

 

―― 正解は元々すべてにあるものではないので、正解というよりも合意形成、妥協する

というか、そういうものがおとしどころになるのではないでしょうか。 

 そのために、できるだけ短絡的に答えを求めないような形で合意形成を図っていくとい

うことが大事かなと思います。 
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―― 先ほどの意見とかぶるのですけど。合意形成という言葉が出なかったので長くなっ

てしまいました。いろいろな立場があって、たぶん、皆それぞれ正解なので、正解を出す

ということではなくて、より多くの人が納得できる意見をまとめることが大切なのかなと

いうこと。 

 あと、関心を持つという面では、正解を出そうと考えると、問題が複雑だからハードル

が高いので、無理に正解は出さなくていいんだよ、と思って入ったほうが、関心を持ちや

すいのかなと。 

 

（F） では、次の方。 

 

―― かぶっているのですけれども、正解がない問題は、「唯一の解がない」という意味で

す。あ、ちょっと違うかな。まあ、要は合意形成できれば OK なのですけれども。 

 この問題に即して言い直すと、原子力を利用するもしないも、どちらも正解です。ドイ

ツはしないと決定しましたけど、それはそれで正解だし。アメリカみたいに、あ、アメリ

カはどっちなんだろう、まあ、使っていくというふうに決めている国もそれはそれで正解。

ただ、日本は今そこが曖昧になっているので、そこは明確にしなければいけないのでは、

という意味ですよね。 

 で、唯一解がある受験勉強の弊害が出ているのかなと（笑）。 

 

―― マークシート式で（笑）。 

 

（F） 答えはひとつではないですからね。 

 

―― はい。 

 

（F） でも、知らしめるためにはどうしたらいいですか？ 正解がない場合の、 

 

（サブ F） 議論は後にしましょう。まず一通りご意見をいただきましょう。 

 

（F） あ、では、次の方。 

 

―― 正解のない問題に対しては、議論して問題意識を持つことが最終目標だと思いまし

た。議論して、最終的に皆で問題意識を共有するというのが、おとしどころかなと。 

 じゃあ問題意識とは何か、問題意識をどうするかというと、今日本が直面している問題

をちゃんと教えてあげて、こういうことだから、議論する必要がありますよというのをち

ゃんとロジカルにやっていけば、ある程度興味をもって議論できるのではないかと思いま
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した。 

 

（F） 将来変わり得るかもしれないですよね。 

 

―― もちろんそうですね。それも含めてです。 

 

（F） ということで、皆さんの答えが出ましたけれども、どういう答えにまとめますか？ 

うちの班は、これについてはまとまっていたんですよね。だから、それを改めて答えると、

だいたい同じ話が出てくるという（笑）。だから、どこに着眼するかの話なのですけど。 

 A 班以外の人が納得する答えを出すとしたら、どうしますか？ 私たちは意思疎通ができ

たとしても、他の班の人 3 人が同じようなことを聞いてきたということで、どこをまとめ

にしますか？ 

 正解は元々ないのですよね。だから、どうやっておとしどころをつけますかということ

だと思います。 

 

―― まあ、合意形成とか、問題意識の共有というのがキーワードなのでしょうね。 

 

（F） では、それを書いていいですか？ あ、他にもご意見ありますか？ 

 

―― いえ、同じです。合意形成が大事だと思います。 

 

（F） では。（模造紙に書きながら）「正解は元々ないので」、合意を形成できたらいい、

ということですね。 

 

―― まあ、合意に行かなくても、問題意識の共有というのもステップとしては確かにあ

るので。 

 

（F） 「合意形成なり問題意識の共有をもつことがおとしどころだと思う」でいいですか？ 

 

―― 民主主義な感じですね。 

 

（F） でも、問題意識をどう持たせるか、というところについては、どうしますか？ 

 

―― それは、たぶんこちらに絡んでくるのですよね。 

 

（F） では、ここはおとしどころということで、次にいきましょうか。 
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 では次は、「説明できる人がどこにいる」「説明をする場をどのように設けるのか」とい

うことで、書いてください。 

 説明する人、まあ、池上さんみたいな人ですね。 

 

―― そういうイメージでいいんじゃないですかね。 

 

（サブ F） 3 分くらいかけてたくさん書いたほうがいいみたいですね。 

 

（記入中） 

 

（F） 吉田所長さんは、入院されているのですか？ 

 

―― ああ、東電の。今はどうされていますかね。 

 

（F） 全然マスコミに出てこないので分からないのですけどね。ああいう現場を知る人に

話してもらいたいなと思って。 

 

―― そうですね。 

 

（サブ F） 3 分経ちました。どうぞ。 

 

（F） では、願いします。 

 

―― 漠然としていますけど。まず、社会的に信頼度が高い人ですね。 

 それと、技術を理解できる人ですね。 

 

（F） 話をしても、ですね。 

 

―― ええ、話をしても、ちゃんと分かりやすく説明できる、そういう理解できる人。 

 

（F） はい、私のほうは、ちょっとミーハーですけれども、池上さんのような知識人に頼

む。メディアを利用してもいいかなということ。 

 まあ、マツコさんでもいいのですよね。マツコさん、書きましょうか。 

 信頼をおける人。私、先ほど吉田所長と言ったのですけど、現場を知る人にも、実際に

にどうだったかということを話をしてもらいたいなと。あのときは官邸の話がよく分から

なかったので。 
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 あとは、場所をどこに設けるのかということで言えば、大学なり、討論会。あと、深夜

番組。マツコさんと有吉がやっているような。そのくらいのノリで書きました。 

 では、次の方、どうぞ。 

 

―― 池上さんというご意見に近いと思うのですけれども、専門外の有識者がちゃんと客

観的に答えているというのは大事なのかなという気がします。 

 

（F） まあ、（マツコと有吉というのは）半分以上冗談ですからね。 

 

―― で、これもまたかぶっているのですけれども、タレントさん。これはちょっと悩ま

しかったのですけれども。（付箋にクエスチョンマーク付き） 

 

（F） 客観的にということですね。 

 

―― はい、客観的に。 

 タレントさんが話す。つい最近話題になった、小銭稼ぎのコメンテーターみたいな人で

いいのですけど。ああいう人が言えば、まあまあそれっぽく、人は聞くのかなと。 

 

（F） それも専門外の有識者ですね。 

 

―― そうです。そういう意味では（この 2 つの意見は）つながっているのですけど。や

はり、業界人じゃない人に、ちゃんと分かって話してもらいたいなと。 

 

（F） 場所に関してはご意見はないですか？ タレントはテレビですか？ 

 

―― 場所は、結局はそういうところになりますよね。メディアですね。 

 

（F） では、次の方、お願いします。 

 

―― はい。完全に中立な人はやはりいないのかなと思って、場というほうに焦点を当て

ました。いろいろな立場の人が、何か意見を言いたい、話を聞きたい、どこに行ったらい

いんだろうというときに、困ったらここって、皆がわっと集まれるような共通の場。いろ

いろな立場の人がとりあえず集まれる場所みたいなものがあればいいなと思いました。 

 

（F） サテライトみたいな。 
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―― うーん、困ったら 110 番するみたいな感じで、困ったらここというような共通の場

づくり。 

 

（F） それはいいですね。電話相談室、いじめ 110 番みたいな。 

 

―― その場を作る組織も、AC みたいな感じで、いろいろな企業、いろいろな立場の人が

出資し合って、作る。そんな場があったらいいなと。 

 いろいろな立場の人が出資し合うって書きましょうか？ 

 

（サブ F） こちらで書きますね。 

 

（F） では、次の方、お願いできますか。 

 

―― 結構難しいなと思っていて。私も「池上さん？」と書いたのですけれども。ただ、

あまり人のキャラクターに頼るのもどうなんだろうなというのがあるのと。 

 中立を保つとか、価値判断をなくすことは、難しいことというか、できないことだと思

うのですよ。池上さんでも色はあると思うので。 

 

（F） そうですよね。無色透明は難しいですよね。 

 

―― だから、中立というのはないんだということを本当は理解をしなければいけないの

ですけど。でもそうすると、じゃあどうするんだというところになると思うので、難しい

のですけど。実際には何かをやっていかなければいけないわけなので、それであれば、ま

あ、こういう方、ということなのでしょうかね。 

 

―― 思想的な中立はたぶん不可能だと思うのですけど、経済的な中立というのはあるの

かなと思います。利害関係者じゃないということで。 

 

―― なるほど。専門外の有識者というのは、確かにそうだなと思いますね。 

 

（F） では、そちらの方、お願いします。 

 

―― 私も同じで、とりあえずは、信頼のおける有識者でないといけないと思いました。

まあ、有識者でも説明が難しいときはあるかもしれないですけど。難しい言葉は使わない

ようにして、ですけれども。 

 あと、中立は難しいので、そうすると、賛成反対も交えた有識者で話を、 
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（F） それはここと一緒ですね。ここら辺が一緒かな。 

 まあ、ほとんど皆一緒のことを言っているのですよね。では、まとめの答えは、もう私

やっちゃいますよ。誰にしましょうか、信頼度が高くて、 

 

―― 答えは何個もあるのではないですか。 

 

―― ええ、いくつかあるのかなと。人と、場がある気がするのですけど。 

 

（F） 場はこの辺りですね。 

 じゃあ、人については、マツコとタレントと、経済的な中立と、 

 

（総合 F） 皆さん、あと 15 分で共有に入りますので、よろしくお願いします。 

 

（サブ F） あと 15 分です。 

 

（F） はい、わかりました。 

 

―― ちょっと違うのではないですか。タレントみたいな知名度のある人たちにやっても

らうのと、信頼のおける有識者にやってもらうというのは、違うと思います。 

 

―― 池上さんは、たぶん、両方に入ってきますよね。 

 

（F） 「信頼をおける人」をこの辺に貼って、場に関する意見はちょっとずらしますね。 

 

―― 信頼のおける有識者、じゃあ誰って言われると、また難しいですよね。イメージは

あるのですけど。 

 

―― 信頼のおける有識者というのは、原子力の知識がかなり深い人のことを指している

のですか？ 

 

―― うーん、まあそれもありますし、なんていうんですかね、 

 

（F） そうしたら、京大の教授、東大の教授でも、原子力のほうから、研究費とか、お金

が入っているのですよね。 
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―― そう。というのは、この付箋がこの位置にあっていいのか、という意識だったので

すよ。 

 

（F） では、場所を変えましょうか？ 

 

―― 「信頼のおける有識者」というのは、専門外でもいいのか。それとも、やはり信頼

がおけるというのは、原子力についてしっかり勉強した人だということなのか。それによ

って、この意見の位置が決まるかなと。 

 

―― ただ、見る人によって違うと思います。やはり、原子力に肩を入れているからこの

人は信頼がおけない、と思う人もいると思うのです。これは難しいのですね。 

 

（F） でも、関心を持ってもらおうと思ったら、面白くなければ見ませんよね。 

 

―― そうなんですよ。 

 

（F） ゆるキャラを作るよりはいいかもしれませんよ。 

 

―― そうすると、「信頼をおける」というのは何なのか、というのが次の議題になってし

まうということなのですよね。 

 

―― そうですね。信頼とは何なのか、ですよね。 

 

（F） でも、とりあえずここの答えを作りましょう。 

 

―― まあ、日本だけじゃなくて、海外の人とか。 

 

―― ああ。 

 

（F） どうしましょうか。（書きながら）「利害関係のない、信頼のおける人で」、 

 

―― 難しいですね（笑）。今後の課題ですね。 

 

―― こんな人いるのかっていう話ですね。 

 

（F） 技術を理解している人。できれば無色透明の人。で、できれば知名度のある人。 
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―― そうですね。 

 

（F） だから、1 人に説明してもらうのではなくて、いろんな人が来てもらったほうがい

いのではないでしょうか。 

 

―― そうですね。 

 

（F） ええと、（書きながら）「一般受けのする」、 

 

―― それは大事だと思いますよ。 

 

（F） 「一般受けのする」、タレントと書くのは変ですよね、「中立な立場の人数名」。い

るのかっていう話ですけど。これは人についての答えですね。 

 次は場所です。 

 

―― これって、純正な中立がないだろうというのが前提にありますよね。 

 

（F） そうですね。でも、私たちも、青（原子力学会員）とピンク（首都圏住民）も一応

対等な立場ということで呼ばれているのですよ。 

 

―― はい、もちろん。 

 

（F） （書きながら）「いろいろな立場の人が意見を話し合える」、ええと、「異なる立場

の者が」話し合える？ 議論のほうがいいですね、「議論できる討論会」にしておきましょ

う。基本的に全くの中立は難しい、と書いておきましょうか。 

 場所はどうしますか？ まあ、討論会会場ですね。 

 では、次、3 番にいきましょう。ここが一番大変です。いろいろな質問があるのですよね。

どれについて書きますか？ 少し多すぎると思うのですが。 

 

―― そうですね。何を議論するか。 

 

―― 1 つに絞ったほうがいいですよね。 

 

（サブ F） もう、時間もあまりありませんし。 
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（F） はい。では、どれにしましょう？ そちらの方、どう思われますか？ 

 

―― そうですね。これは「無関心」に対する質問ですよね。例えば、私が思うのは、そ

の場で起きたことのピンポイントの報道ばかりが多いので、過去のいろいろな不具合とか、

そういう特集をやっても面白いんじゃないかなと思いました。 

 

（F） すごい自虐的ですね。 

 

―― いえいえ、違いますよ。分かってもらうために。 

 

（F） ああ、分かってもらうために。正しいことを全部オープンにしていますよというこ

とでしょうか。でも、それに関する質問がありましたっけ？ 

 

―― いや、教育するというか、分かってもらうっていう。情報公開というか。 

 

（F） 「勉強って具体的にどんなこと」にしますか？ 

 

―― うーん。ちょっと議論が収束しすぎかなと思います。 

 

（F） 収束しすぎですか。では、皆さん、考えてください。 

 グループワーク 1 で黙認というキーワードが出たからだと思うのですが、黙認か、単に

無関心か見極めは難しいのではという質問もありますね。でも、その辺りは個々によると

思うので。 

 どの質問にしますか？ 

 

―― 「問題意識をどう持たせるか？」ですか。 

 

（F） 「問題意識をどう持たせるか？」。これでいいですか？ 

 

―― これが結局集約しているような気がします。 

 

（F） では、これで書きましょう。「教育するにも問題意識をどう持たせるか？」。そうで

すね、最終的にここですからね。問題意識の共有ということ。 

 

（サブ F） では、これは 1 分でお願いします。まだ少し余裕はあるのですが。でも、2 問

できていますから、落ち着いてお書きください。3 問は、できればという努力目標ですから。 
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（記入中） 

 

（F） 書いてくださいね。難しいと思うのですけど。 

 

（サブ F） 質よりも量だそうですから。 

 

（F） そうですね。どんな意見が出たかということが大切なのですよね。 

 

（記入中） 

 

（F） 書けましたか？ では、こちらからお願いします。 

 

―― 正しい理解をしてもらう。危険性を含めということで。これはどういう方法がある

かというと、繰り返しの説明。昔起きたトラブル事例、問題点を含めて、ちゃんと正しく

説明するのが何よりだと思います。 

 

（F） 本当に震災だけだったのか、ということですね。 

 

―― そうですね。福島に限らず。 

 福島でも、1 号機から 4 号機は津波の影響で壊れました。でも、5 号機、6 号機は地震で

壊れました。その辺りの検証は皆に説明ができていないので。どのくらいの地震のダメー

ジ、津波のダメージなのか。そういう話も含めてですね。 

 

（F） 分かりました。 

 私は、リスクを公開し、安全神話の崩壊を認めるということです。 

 

（総合 F） あと 3、4 分で共有の時間にしたいと思います。ご準備をお願いいたします。 

 

（F） あと、原子力アレルギーがキーワードだったと思うので、なぜアレルギーを持たれ

るのか、やり方をかえりみるためにも、教育は必要だから。 

 放射性物質の知識について、ちゃんと知ることが必要と言う。ということです。 

 では、次の方、どうぞ。 

 

―― 先ほどのご意見とほとんど同じですね。文言が違うだけだと思います。「危険性含め」

というところは、私の文言だと、こういう課題や問題があるということをきちんと言うと
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いうこと。 

 あとは、日常的に話題を提供する。これは、〔繰り返しの説明〕に対応すると思うのです

けれども。それに触れる機会をできるだけ増やすということです。 

 

（F） 分かりました。では、次の方、お願いします。 

 

―― はい。生活に深く関わっていることを知らせるということ。 

 放射線廃棄物とか、解決しなければいけない問題があることを知らせるということ。 

 

（F） 今のご意見は、〔問題の公開〕に近いところでいいでしょうか。 

 〔日常的に話題を提供する〕はちょっとずらしていいですか？ 

 

―― いいですよ。 

 

（F） 〔廃棄物とか解決必須の課題ある〕、〔課題・問題の公開〕、一緒ですね。〔生活に深

く関わっていることを知らせる〕、これも一緒のことですね。 

 では、次の方、どうぞ。 

 

―― 2 つあります。まず、さっきも言いましたけど、学校でディベートをするということ。

例えば介護とか、自分が死んだときのことはあまり考えたくないじゃないですか。だけど、

そういうことを真剣に考える場、例えばテレビを一緒に見たりすると、考えざるを得なく

なるのですよね。そういう場は必要だと思うので、ディベートという形でやるということ

です。 

 でも、社会人に対してはそれはできない。社会人に対しての教育は難しいと思うのです

けど、例えば、ここの〔課題・問題の公開〕に近いのですが、コストの明示。 

 ただ、コストの算出方法についても相当議論が出てくるところですよね。どこまで含む

んだ、みたいな。純粋に技術的な部分だけなのか。発電の部分だけなのか。廃棄物の処理

のところなのか。助成金もそうなのか。それはそれで、盛り上がれば、いいと思うのです

けど。そういう話を出すと、大人も考えるきっかけになるのかなと。1 人頭これだけかかっ

ていますよ、というふうに言ってもらえればいいのかなと。 

 

（F） はじめは、原子力が一番安いと言われていましたよね。 

 

―― ええ。でも、実際はそうじゃないんじゃないかとか、いろいろありますよね。 

 

（F） そうですよね。 
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 では、次の方、お願いします。 

 

―― Q1 にも書いたのですけど、ひとつは、エネルギー問題とか事故について教える。 

 

（F） あ、書かなかったのですね。こちらに付箋を移しましょうか？ 

 

（サブ F） では、もう 1 枚同じものを書きます。 

 

―― あとはディベートですね。 

 それから、原子力といっても、発電所だけではなくて、再処理とかいろいろあるので、

施設の見学みたいなこともしたほうが興味、問題意識がわくかなと思いました。 

 

（F） パン工場でも、見学に行くと違いますよね。 

 〔事故を正しく教える〕。これは、〔正しい理解〕のほうに入りますね？ 

 

―― そうですね。 

 

（総合 F） ありがとうございます。話し合いはまだまだ続いているのですけれども、質問

の答えに関して、共有の時間を進めていきたいと思います。 

 

（F） ここの答えはどうしましょうか？ でも、だいたい同じような内容が出ましたね。

これは説明、トラブルの周知ですね。事故を正しく伝える。廃棄物問題。課題・問題の公

開、一緒のことですね。 

 施設の見学は、ちょっと異色なご意見ですね。 

 

（サブ F） A 班から発表だそうです。 

 

（F） え、もう終わりですか？ 

 

―― 議論中ということで発表すればいいんじゃないですか。 

 

（F） じゃあ、これをそのまま読みましょう。 

 

―― それでいいと思います。 

 

（F） 発表者決めていないな。どうですか？ 
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―― え、私ですか？ 

 

（F） 皆さん、こちらの方の発表でいいですか？ 

 

―― はい。 

 

（F） お願いします。 

 

―― また想定外が起きました（笑）。 

 

＜終了＞ 


