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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】 C 班 

 

（F） よろしくお願いします。質問をグルーピングというか、分けたいのですけれども、

ご協力をお願いしてもよろしいですか。 

 

―― まず読み上げたらいかがですか。まだ全然頭に入っていないので。 

 

（サブ F） では、皆さん、向こう側へどうぞ。 

 これ（模造紙 1 枚目）と同じような順番で、読み上げながら少しずつ分類しますか？ 

 

―― 「リスク論も各自深さが違うが」。 

 

（サブ F） 仕切ってやってください。皆が同時に共有したほうがいいと思うから、例えば

ファシリテーターさんが質問を 1 枚ずつ持って、こういうことが書いてありますよと読ん

で、 

 

（F） ああ、分けないでそのまま読んで、 

 

（サブ F） 読んで、だいたいの場所に貼っていったらどうですか？ 

 

（F） ではまず、「学校で教育する場合、原子力を推進してきた政府が実施主体になる。

反対派には受け入れられないのでは？」。 

 

（サブ F） 教育だからこちらですね。 

 

（F） 「専門家は未だ閉鎖的？」というのは、無関心のところですか？ 

 

（サブ F） 分からなければ、とりあえず真ん中に貼っておきましょうか。また最後にちゃ

んと分類しましょう。 

 

―― （1 枚目の）〔専門家も開いた気持ちを持って対応〕に対する質問のような気がする

のですけど。 
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（F） そうですね。 

 「教育は刷り込みと表裏一体では？」。教育ですね。 

 「知る必要性を持つには？」というのは、無関心の肯定のところですね。 

 

―― 「専門家は未だ閉鎖的？」。 

 

（サブ F） それは教育でいいのですよね。 

 

（F） 「誰が教える？ 教えた人の偏った意見にならないか？」というのは？ 

 

（サブ F） 教育ですね。 

 

（F） 「どんな専門家？ 工学？ 放射線？ 医学？ 生命科学？ 社会学？」。 

 

（サブ F） 教育でしょうか。どんな専門家が教えるか。 

 

（F） 「無関心のままでムラのイメージを払拭できるのか？」。これはこちらですね。「ど

うして無関心でいられるの？」。 

 「関心を持たせる教育？」というのは教育ですね。 

 これはリスク論の関係ですか？ 

 

―― 「リスク論も各自深さが違うが」。 

 

―― 私が追加でリスクと言ってしまったので。この辺りでしょうか。 

 

―― これもこちらでしょう。無関心肯定のことだから。 

 

―― 「自分でエネルギーを作れるのか？」 

 

（F） ああ、それは言えないなあ。 

 

―― それは無理だなあ。 

 

（F） 「事故が起きてから「そんなこと知らなかった」と言わない覚悟はありますか？」。 

 

―― 無関心の肯定論はあまりないですね。 
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―― 肯定に対する再否定をしていただいているのですよね。 

 

―― じゃあ、やはりここは分けておかないと。無関心でいいというのと、 

 

（サブ F） 1 回ファシリテーターさんが全部読んでからがいいのではないですか？ 

 

（F） 「原発を推進する人を無条件で承認しているということを理解していますか？」。 

 

―― それも無関心に対する質問ですね。 

 

（F） 「地域性の違いをどう検証する？」というのは？ 

 

―― 3 つ目のところですね。 

 

（F） 「地域による差はどんな差？」。「関西・九州の意見は、これとはちがうのか？」。

これもですね。 

 で、ここから細かく分けていくのですね？ 

 

（サブ F） もう 1 回しっかり分けましょう。 

 

―― 無関心は否定論と肯定論があったので。 

 

（F） では、無関心の否定と肯定に分けますか。「リスクも何も知らない無関心は OK？」。 

 

（サブ F） 無関心は OK？ だから、ダメなんじゃないの？ みたいな感じでしょうか。 

 

―― そうですね。無関心じゃダメなんじゃないの？ みたいな感じですね。どの質問も

そんな感じですよ。 

 

（F） だいたい一緒ですね。 

 

（サブ F） これは、すごくストレートに聞いていますね。 

 

（F） まあ、結局こういうことですよね。「どうして無関心でいられるの？」って。 
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（サブ F） それを代表にしたらどうですか？ 

 

（F） ということで、 

 

―― すみません、ここの「問題解決の合意の為の教育？」は教育ですよね。 

 

（サブ F） そうか、この 2 枚は同じ筆跡だし、連続した質問なのですよ。「関心を持たせ

る教育？ 問題解決の合意の為の教育？」と。 

 

―― 無関心肯定論はあるのですか？ 

 

―― あまりないですね。 

 

―― それは面白いですね。 

 

（F） この辺りも一緒かな（小声）。 

 

（サブ F） ファシリテーターさん、自分だけで分類しないで、皆の意見も聞きながらやっ

てはどうでしょうか？ 

 

（F） 皆さん、どうしますか？ 

 

―― 私は、無関心の肯定論があるのかなと思って。 

 

―― 「自分でエネルギーが作れるのか？」。 

 

―― それは、（無関心は）ダメでしょうと言っているのでしょう。 

 

―― 無関心肯定論は、やはりないですね。 

 

（F） 無関心肯定はなかったと。 

 

（サブ F） では、この中から、回答すべき 3 個の質問を選びましょう。そして、優先順位

をつけましょう。 

 

（F） どうしましょうかね。とりあえず今、でも、だいたい、 
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（サブ F） 1 つずつ言ってみたらどうでしょうか？ でも、だいたい 3 つになっているけ

ど。 

 

―― 無関心肯定論の質問がないのがすごく不思議だと思うので、そのことを逆に他の人

に聞きたいですよね。無関心でいいという議論も世の中、まあ少なくともこの班にはある

のに、なぜあなたたちはそれでいいと言わないのか、って。 

 

―― 質問を返しても仕方がないので。 

 

（F） そうですね。とりあえずこの中の質問に答えましょう。それをやっても仕方がない

ですし、今はこれに答えるということで。 

 

―― たぶん、あそこ（模造紙 1 枚目）で言っているのは、無関心の肯定というのは、意

外と冷静に、客観的な意見を言っているのだと思うけど。 

 

（サブ F） ああ、この班の中では、ですね？ 

 

―― ええ、この班の中では。そういう意味では、ある意味主観的に感情が入ってしまう

と、こういう質問になってくるのではないかと思うのですね。 

 この班では、自分の意見と言うよりは、客観論を言っていることが多いと思うので。 

 

（サブ F） 「私は、個人的な興味ばかりだから、こんなことは関心ありません」と言った

わけではなくて。 

 

―― そうです。人それぞれでしょう、という言い方で皆言っているのだけど。 

 

（サブ F） 関心がないのも認められるのではないですか、ぐらいの意見だったわけです

ね？ 

 

―― そうです。でもこれ（他の班の人の質問）は、あなたの意見ですか？ って。 

 

―― では、ここの質問は、もうそれにしますか？ 

 

（F） とりあえず、「どうして無関心でいられるの？」ということをやりますか？ 
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（サブ F） それが代表質問ということですね。 

 

―― こんなにたくさん質問が来たこと自体がおどろきです。 

 

（サブ F） その付箋（代表質問）を上のほうに残して、他の質問は下のほうに下げましょ

うか。代表質問を目立たせるために。 

 

（F） 分かりました。 

 

（サブ F） では、それも皆さんでやりましょう。 

 この後、今度は皆さんが答えを考えて、貼っていきますから、スペースがたくさん必要

ですから、下げられるなら下げたほうがいいと思います。できるなら、はみ出さないよう

に貼ってください。 

 

（F） あと 2 つですよね。あとは、教育ですよね。 

 

―― 質問の数はいくつとか、あるんでしたっけ？ 

 

（サブ F） 3 個選んで、①、②、③と優先順位をつけてください。 

 

―― 結局、どういう教育？ という質問のような気がしますが。 

 

（サブ F） これはセットになった質問ですよね。 

 

（F） 「関心を持たせる教育？」と「問題解決の合意のための教育？」。とりあえず、教

育ってどういう教育をするのか？ ということで大丈夫ですか？ 

 

―― はい。 

 

（F）これからどういう教育をしていくか、ということ。 

 あともうひとつ、何かありますか？ これだけは答えておきたいというのは。 

 

―― 教育というのは、ものすごく幅広いことになってしまうのですよね。先ほど発表が

あったように、中学校からディベートをやったり、とかもあるし。 

 私なんかは、小学生で、日本のエネルギー問題を子供に分かるように投げかけていて。

やはり積み重ねがものすごく大事だと思います。それで、刷り込みにならないような、と
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いうか。 

 

（サブ F） それはまさに答えですから、この後やることですよね。 

 まず、質問を 3 つを選びます。もし選びきらなければ、2 つでもいいですよ。 

 

（F） じゃあ、もう 2 つでいきますか？ 

 

―― これで行きましょう。 

 

―― うーん。「地域による差はどんな差？」。我々の議論だと、やはり距離という話があ

りましたけど。ただ、そこから深まるかどうか。 

 

（F） では、時間があったらこれ（地域の差）をいきましょう。 

 

（サブ F） 優先順位はどうなりましたか？ 

 

―― 無関心に関する質問が多いから、これが①ですよね。 

 

（サブ F） では、まず①について、何分でやりますか？ 

 

（F） 1 分でお願いします。 

 

（サブ F） 測ります。大丈夫ですか？ 

 

（F） では、「どうして無関心でいられるの？」について、回答を書いてください。お願

いします。 

 

―― また同じ答えを書くような感じになってしまいますよね。 

 

―― まあまあ。 

 

（サブ F） まあ、この質問をした人の意図は、たぶん皆さん分かったと思いますから、そ

の意図に応じるような答えがあれば。 

 

―― どうして無関心でいられるのと言われても、客観的意見。そうですよね。 

 



 - 8 - 

（サブ F） それでいいと思います。先ほどは、人それぞれとか、そういうのも出ましたけ

ど。 

 

―― （グループワーク 1 で）意見の出し方をミスりましたかね。「私は」で意見を出さな

いといけないのですよね？ 

 

（サブ F） 「私は、人それぞれだと思いますよ」はいいのではないですか。私は無関心、

と言っているわけじゃないから。「関心の持ち方は人それぞれでいいと、私は思います」と。 

 

（記入中） 

 

―― さっき私が書いたように、人それぞれなのですよね。 

 

（サブ F） 思ったことをお書きになればいいと思います。 

 

（記入中） 

 

（サブ F） すみません、もう 2 分経っていました。 

 

（F） はい。では、書き終わりましたかね。 

 

―― 私、書けていないです。 

 

（F） あ、大丈夫ですよ。聞きながら思ったことを書いていただいていいので。とりあえ

ず進めていきたいと思います。こちらの方から。 

 

―― 直接の回答はなかなか難しいのですけど、興味がなければ関心は持てませんねと。

まあ、先ほども議論が出ていたところですけど、おっしゃる通りということです。 

 ここから先は個人的な発展意見になってしまうのですけれども。事故によって、関心を

否応なく持ってもらったわけですが、事故で関心を持ってもらうのは、個人的にはとても

悲しいです。でも、一方で、反対でも関心を持ってもらうことはいいことかなと思いまし

た。 

 

（F） では、次の方、お願いします。 

 

―― 客観的な意見を言っています。いろいろな人を尊重します。 
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―― まず、回答ではないのですけれども、否定論が少数の C 班にこんなにたくさん注文

が来るのは驚きだということです。 

 回答のほうは、無関心の理由は、やはりもっと調査しないと出てこない。だから、この

程度の議論ではその答えが出てこないのではないか、という意見ですね。 

 

―― 私の回答は、生活の中で関心は持てない、ということです。 

 

（F） では、私の意見ですけれども、関心がないわけではないが、自分の一番の関心事に

は、直接的にはならないということです。 

 

―― 難しいですね。そこをなんとか、一歩上げる何かがあると面白いと思いますけど。

何をすればそうなるか。転機が訪れるか。 

 

（F） うーん。知る機会があまりないというのも大きいことなのですけれども。私が原子

力という言葉を強く考えるようになったのは、本当に事故後のことなので。小さい頃から

原子力という言葉をあまり聞いていないし、なじみがない。 

 

―― 事故がきっかけになったということですね？ 

 

（F） そうですね。大きいきっかけはそうですね。 

 

―― そうすると、先ほどもご意見があったけど、事故も良いことがある、といっては語

弊があるけど、事故も役に立っていると。 

 

―― まあ、最強の PR 効果ではあるということですね。原子力ここにありという。 

 

―― ということですね。事故もそれなりに、関心を上げる役には立っている。 

 

―― お聞きしたいのですけれども、〔生活の中で関心が持てない〕というのは、ご自身の

意見ですか？ 

 

―― そうです。 

 

―― 基本的にあまり関心はないということですか？ フォーラムに参加している方々は、

皆さん関心があるみたいですけれども。 
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―― 私自身は、すごく関心は強いのですが。 

 

―― 私が思うのは、女性の方は子供さんがいる方が多いですよね。 

 

―― いや、自分としては持っていますよ。 

 でも、一般的に生活の中で、関心が持てない。例えば、年代の幅を広げていくと、この

スパンの中で、はたして原子力というものに対して、どれだけの知識を持っているのか。

例えば 60 の人に聞いたら、何も答えられないんじゃないですか？ 

 

―― いや、答えられなくないですよ。私は 60 代ですが、そんなことはないですよ。関心

はありますよ。戦争体験者が周りにたくさんいたので、そこから来るのですよ。原子力と

いうのはそこから来るので。 

 

―― ああ、それは原爆ですよね？ 

 

―― そうです。そこから来ます。違うとは言われるけど。そういう意味では、60 代以上

はすごく関心があると思います。 

 

―― では、逆ですね。若い年代については、まるきり関心がないというか。どうでしょ

う？ 

 

（F） いや、ないわけではないです。 

 私も女性なので、私はまだ子供はいないですけど、原子力とか原発とか、子供が生まれ

たときに影響があるというのが事故後言われていたので、そういう言葉を聞くと。 

 

―― それはありますね。だから、PONPO で調査してもらえたら面白いのですけど。 

 3.11 の後、私にたくさんメールが来るのですけど、やはり子供さんを持っている家庭の

方々の質問は、すごく切実なのですね。事故が起きて、逃げなければいけないのか。逃げ

たほうがいいのか。家の中にいて大丈夫か。質問がたくさん来ましたから。やはり子供さ

ん、お孫さんを持っている方の関心はすごく高かったので。関心を持つ背景もいろいろあ

って、子供さんがひとつのキーになっているんじゃないかなという気はしましたよね。 

 子供を持っていなくても、子供さんと接している方とか。そういう方の関心はすごく高

いだろうなと思いました。 

 あ、ここに書いていいですか。PONPO で調査してくださいって。 

 



 - 11 - 

（サブ F） 何の調査ですか？ 

 

―― 関西と九州で。 

 

（サブ F） 地域による関心度の違いですね。それを書いてもらっていいですか。 

 

―― あれ、今、そちらのテーマも議論しているんでしたっけ？ 

 

（サブ F） いえ、そういうわけではないのですが。 

 

―― では、これは書き直して。関西と九州も調査してくださいと。 

 

（サブ F） ファシリテーターさん、まだ①について深く話し合っていないので、1 つずつ

やりましょう。 

 この質問に対する回答をまとめないといけないのですよ。発表するときに、こういう質

問がありました。この質問はこういう意図だと理解して、私たちはこのように回答いたし

ます、っていうふうに発表者が言わないといけない。ですから、その言えるような答えを、

今いろいろ出た中から話し合って、まとめないといけない。それを仕切ってください。そ

れをやったら、次に移ります。 

 一通り回答を出してもらったので、それに対して聞いていけばいいのではないかと思い

ます。 

 

（F） これについてですか？ 

 

（サブ F） こういう意見を見て、例えば、これはどう思いますかとか、これとこれはグル

ーピングできますかとか。 

 

（F） ああ、グループ分けですか。どうしよう。 

 

―― 先ほど「客観的な意見」ということでいただいたのですけれども、やはり無関心が

多いということでいいのですかね？ そこがひとつスタートポイントかと思うのですけれ

ども。 

 

―― 多いということではなくて、無関心の人もいるということです。 

 

―― 多い、少ないではなくて？ 
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―― ではなくて。 

 

―― 無関心な人もいますよと。そういうことですか？ 

 

―― はい。10 人が 10 人関心があるかというと、そうではなくて、無関心の人もいるとい

うことですよね。だから、人それぞれなので、と先ほども書いたのだけど。 

 

―― そういう意味では、私は、100 人が 100 人、完全に全員が関心を持てというのはや

はり厳しいのではないかと思うのです。 

 

―― そうなのですよ。 

 

―― 関心を持つということは、賛成と反対と関係ないことですよね。 

 

―― そうです。そこなのです。 

 

―― だから、原子力に賛成する反対するの前に、関心を持つということは義務だと私は

思う。その結果、聞いて賛成、聞いて反対とすればいいわけで。 

 今日の冒頭にあったように、原子力に関心を持つことが賛成ということになってしまう

のではないかという不安があるのだとしたら、それはやっぱり違うんじゃないかなと思い

ますね。 

 

―― 関心を持つだけかもしれないし。 

 

―― そうですね。 

 

―― 何も行動を起こさない、ただ関心を持つということもあるでしょうね。 

 

―― だから、「関心を持つ」の次に、賛成・反対・ノーコメントの 3 つに分かれるんじゃ

ないですか。 

 

―― うん、関心を持ってから、ですよね。 

 

―― 持ってから。私が国民の義務と言ったのは、その前の入り口のところ、投票場に行

くのはやはり国民の義務だよと思うわけですよ。 
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―― 選挙に関心を持つかどうかと同じですよね。投票するかどうかは別物ですよ。 

 

―― 投票よりはもっとあれじゃないですかね。国会でいろいろな議論をして、賛成する

議員と反対する議員と棄権する議員と 3 ついるわけですよね。投票とはちょっと違うんじ

ゃないかなとも思いますけど。 

 

（サブ F） そのご意見は、無関心に関して、どういうふうにからめられますか？ 

 

―― 賛成・反対の議論と分けるということですね。 

 

（サブ F） 関心の有無と賛成・反対の議論を分けるべきであると。 

 

―― はい。今日の最初でそういう質問があったので、ああ、なるほど、そういうことな

んだなと思ったので。 

 

（サブ F） 関心を持つことがイコール反対になるわけでもないし、イコール賛成になるわ

けでもないということですね？ 

 

―― ということをちゃんと確認しないと、引きずり込まれてしまうのではないかなと。

今日の最初の質問みたいになってしまうと思うのですよね。 

 

―― そうですよね。 

 

（サブ F） （ファシリテーターに対して）すみません、今日はサブファシリテーターはあ

まりでしゃばらないことになっているのだけど、この質問をどういうふうに捉えたかとい

うところを確認しないと、うまい答えも出ないのではないですか？ 

 

―― そうですよね。 

 

（サブ F） この質問を、この班はこのように理解した上で、こういう答えにしました、っ

て言わないといけないのでは？ 

 

―― 要は、「どうして無関心でいられるの？」という質問は、「無関心じゃいけない」と

いうのが前提だと思うのですよ。これを書いた人は。 
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―― そうでしょうね。 

 

―― なので、我々はそこから答えていかないとならないわけじゃないですか。 

 

（サブ F） それと、グループワーク 1 で模造紙に書いた意図は、「全員が全員同じように

関心を持たないといけない、ということではないのでは」と。そうじゃない人も許容しま

しょうということを言っていたのだけど、 

 

―― そういうことです。 

 

（サブ F） だけど、この質問をした人は違う意味で捉えて、それでこの質問が来た、とい

うことを説明してから答えないと、うまく捉えてもらえないと思います。 

 

（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。 

 

―― そうなのです。（グループワーク 1 で）私たちが書いた意図を説明していかないと、

答えは出てこないと思います。だから、今言われたように、あれは客観的な意見を言った

ということ。 

 

（サブ F） あと 15 分です。そろそろまとめましょう。 

 

―― そういう人もいるよ、ということで言っていたと。そこをまず分かってもらわない

と。こちらの意図するところを。 

 

（F） こういう人もいるということを、まず、 

 

（サブ F） まずそこを説明して、それから質問への回答になりますよね。 

 

―― やはり、この質問が来た前提は、1 枚目の、 

 

―― そう、無関心の肯定がすごい多いからですよね。それでズバッと質問が来たのであ

って。 

 

（サブ F） ですから、（1 枚目に）「無関心を肯定」と書いてしまいましたけれども、その

意味は、先ほど言っていた意味だよということを、そちらの方が言ったらいいのでは？ 
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―― そうですね。口頭で補足していただけますか？ 

 

―― 分かりました。補足します。 

 

（サブ F） その上で質問に答えますよと。 

 

―― 私は、この質問を書いた人が誰か分かっているのだけど、「私は」という答え方をす

るんでしょう？ とおっしゃっていたのですよ（休憩中に）。客観論ではなくて。 

 

（F） ああ。 

 

（サブ F） 「私は、人それぞれだと思う」というのは、「私の意見」でいいと思います。 

 

―― いいですよね。 

 

―― だから、この「客観的な意見」という付箋も、「私は、客観的な意見だと思う」とい

うことですよね？ 

 

―― そうです。 

 

（サブ F） でも、この付箋は外しておいたほうがいいと思います。誤解を受けかねません

から。 

 

―― このフォーラムは、客観的意見は述べないことになっていたのでは？ 

 

（サブ F） だから、こういうふうにしたほうが、意味が通じやすいですね。 

 

（F） 意見のグループ分けはしなくてもいいのですか？ 

 

（サブ F） この中から、答えをまとめるのです。グループ分けではなくて。 

 

（F） グループの答えを出すと。 

 

（サブ F） そうです。では、どういうふうに答えましょうか？ 

 

―― 私は、これが主だと思うのですけど。関心を持つ持たないと賛否とは関係ない。こ
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れが答えの主体となると思いますけど。 

 

―― それが結論というか。 

 

―― そうでしょうね。 

 

―― ただ、あそこ（背景）から話さないとこの質問につながらないですよね。この質問

の背景を説明しないと。 

 

―― そうだと思います。だとすると、これかな。「完全に全員に関心を持て、というのは

難しい」というところに入っていくのですよね。 

 

（サブ F） まず、前提を話す。質問の意図も、このように汲みましたということを話して

から、こちらの答えに入る。 

 

―― そうですね。そこからつなげていけばいいと思うのですけど。 

 

―― やっぱり、質問の背景について、1 枚書いたほうがいいんじゃないですか。 

 

（サブ F） 先ほどおっしゃっていましたけど、もう 1 回、この質問の意図は、 

 

―― たぶん、（無関心の）肯定があまりにも多かったところから来ていると思うのですけ

れども。 

 

（サブ F） それから、先ほど、何かが前提になっているとおっしゃっていましたよね。そ

こが大事だと思うのですが。 

 

―― 無関心の肯定の意見があまりにも、 

 

―― 無関心で良いという意見が多い。 

 

―― そう、肯定のところがとても多いので、そこでこういう質問が出てきたのではない

かと思うのですけど。 

 

―― と受け取りましたと。そういうことですね。 
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（サブ F） そして、もうひとつ、この質問を書いた人の意図としては、「関心を持つべき

である」という前提があるんじゃないかとおっしゃっていましたよね。 

 

―― この人は、客観性じゃなくて、「私は」という意見を出していくんじゃないですか？ 

と言っていたので、そこだと思います。私は関心がある、関心がない、というふうに書い

ていくのでは。たぶんそういう言い方だったと思います。 

 

（サブ F） 先ほどは、「関心を持つべきである」というところから来ていて、客観的に見

ないので、感情的になってしまうみたいなことをおっしゃっていたのですけど。それがい

いなと思ったのですけど。 

 

―― ええ、主観的か客観的かの違いだと私は思っているのですけれども。でも、それを

言っちゃうと結構きつくなるので。 

 

（サブ F） ここからこうですよね。 

 

―― これもそうですよね。で、それに対していきなり結論がこれでは、ちょっと議論が、 

 

（サブ F） そうですね。これは確かに主軸にはなっていますけど。 

 

―― ええ、主軸ですけど。まずここから始まって、ここから来ると。 

 

―― 結論に至るところに、何か中間の議論がほしいですね。 

 

（F） ええと、（結論は）関心の有無と賛成反対を分けるべきである。関心を持つ持たな

いは賛否とは関係ない。 

 

（サブ F） というところに持っていくために、ワンクッション。 

 

―― ワンクッションが要りますね。 

 

（F） 自分の生活で精一杯だということですよね。 

 

―― そういうことですね。 

 

（サブ F） それは正直なご意見ですから、いいと思います。そういう意見もあるのですよ
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と。 

 だから、無関心がすごくいいとか、皆無関心になれと言っているわけではないですよね？ 

 

―― ないです。 

 

（サブ F） そこは発表する方がはっきり言ったほうがいいかもしれないですよ。少し曲解

されているような感じがするので。 

 

―― 「無関心が良いとは言っていない」と書けばいいのでは。 

 

（サブ F） 分かりました。では、専門家の意見として書いておきます。 

 

―― そうなのですよ。誰も無関心が良いとは言っていないのですよ。 

 

（サブ F） 市民の方からも同じ意見が出ましたね。 

 

―― 無関心イコール賛成とはならないのですよね。 

 

（サブ F） 両方からご意見が出たということで。必ずこれを言わないと。 

 

―― あともう 1 個、教育をやらないといけないのですよね。 

 

（サブ F） もうあまり時間がないのですよ。 

 

―― そもそも教育に関する質問が出た理由というのは、教育が足りないということだと

思うのですよね。だから、基本的な状況というか、基礎を教える。 

 

―― うーん、教育というのは難しいですよね。 

 

（サブ F） 『原子力に関心を持つためにはどうしたら良いのか？』の中で出たことだから、

原子力の、 

 

―― ええ、そうですね。原子力の基本的な教育。 

 

（F） 小さい頃から原子力というものを身近に感じていたらいいのではないかなと思うん

です。 
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―― だから、エネルギーとして教えていくのが一番ですよね。その中に原子力もあるし、

火力もあるし。そういう教え方が一番いいんじゃないかと思います。 

 

（サブ F） 質問を確認したほうがいいのではないですか？ もう 1 回確認してください。 

 

（F） 関心を持たせる教育とは何か？ 問題解決の合意のための教育って一体どんなこと

をするべきなのか？ 

 

（サブ F） あれ、この質問はそういう意図ですか？ 

 

―― これは 2 択で聞いているんじゃないですか？ 

 

（サブ F） そうです。教育が大事とこの班は書いているけど、関心を持たせるための教育

をしようということですか？ それとも問題解決のための教育をしようとしているのです

か？ 

 

（F） ああ、そういうことですか。 

 

―― どちらでもないですよね。 

 

（サブ F） 単純化すると、推進しようと思っているの？ それとも、どうするの？ みた

いな。ちゃんとした教育をするのか、推進させようとしているのか、みたいな。 

 またこれも、質問の意味について、この班の合意を取ってみたらどうですか？ 

 

―― 関心を持たせる教育というのは、私が思うには、やはり原子力だけを捉えるのでは

なくて、日本のエネルギーということを教えていく。その中に原子力もあるし、って。そ

ういうふうに教育していくことが、関心を持つということはないでしょうか。ひとつだけ

を言ってしまうと、先ほど言った刷り込みになってしまうので。 

 

―― 『原子力に関心を持つためにはどうしたら良いのか？』というテーマで出てきた教

育というくくりなので、当然こっち（関心を持たせる）だと思うのですけど。 

 

―― そうですよね。 

 

―― そちらですよね。関心を持たせる教育ですよね。 
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―― それは、先ほど言ったように、賛成・反対と関係ないわけだから。 

 

―― そうですよね。関心を持つための教育ですね。 

 

（サブ F） ではこれは、2 番目の、問題解決のための教育ではないのですね？ 

 

―― そうではないですね。 

 

（F） では、皆に関心を持ってもらうために、どうやって教育というか、はたらきかけた

らいいと思いますか？ 

 

―― まず一番は、初等教育でしょうね。 

 

（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。 

 

―― そうですよね。初等教育ですよね。そこからの積み重ねが大事だから。 

 それと、やはり原子力だけではなくて、日本のエネルギーとして教えていく。そこにど

ういうリスクがあるかをしっかり教えていく。リスク、利点と。 

 ということを、小学校で。小学校って大事なのですよ。うちに帰って、親に言うので。

冊子とかをもらったら、お母さんに見せるので。中学校以上になると、見せないし、言わ

ない。 

 

―― 小学生に原子力か。難しいですね。 

 

―― だから、小学生に教育していくには、本当に分かりやすくやっていかなければいけ

ないのと、平衡感覚を持った教育をしていかなければいけない。偏らない。 

 で、全部オープンに、リスクとか、いいところとかをしっかり教えていく。 

 週刊子どもニュースですよね。 

 

（F） そうですね（笑）。 

 

（サブ F） 小学校の 5、6 年生くらいだと、結構分かるかもしれないですね。 

 

―― そうですね。やはり一番大事なのは、うちに帰っても言ってほしいというところな

のです。 
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（F） 親にも。 

 

―― そう、親にも。「今日はこういうことを教わったよ」と言うのは、小学生なのですよ。

そこは狙ったほうがいいのです。 

 というのは、他のことで動いたことがあるんですよ。もう教育委員会が壁でした。 

 

―― なんか、だんだん具体的な話に入ってきたので、その質問に合っているかなと不安

に思いますけど。 

 

（サブ F） 関心を持たせるための教育だから、合っていると思います。 

 

―― 合っていると思う。関心を持たせるための教育だったら。 

 

―― 教育はどういうものですか、という質問ですかね。もしそうだとしたら、原子力に

限らず、一般にリスクを教える教育が先にあるのではないかなと。原子力の前に。 

 

―― 日本のエネルギーっていうのを。 

 

―― いや、エネルギーに限らず、身の周りの危険の教育。 

 

―― とりあえずこれの場合は、エネルギー問題になりますよね。なってくるような気が

します。 

 

（F） 小学生に身近なキャラクターを使ったらいいんじゃないかなと。今、ベネッセにつ

いて調べているのですけど、小学校教育で「しまじろう」とか。 

 

（サブ F） ああ、しまじろう、知っています。 

 

―― そうですね、そういうのは子供にはとても大きいですよ。 

 

（F） コラショだったり、しまじろうを CSR にも使っていたので。そうしたら子供たち

もわーっと喜んで寄っていくし、興味が湧くのではないかなと。 

 

―― そうですね。そういうのはすごく大事ですよ。インパクトとして。 
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（F） ちょっと原子力のイメージとは違うかもしれないですけど。 

 

―― でも、それでいいんですよ。 

 

（F） そこで組み合わせていけたらなと。協力ですかね、企業側の協力。 

 

（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んですけれども、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。 

 

（サブ F） はい、では、これで発表できますでしょうか？ 

 

―― いいと思います。 

 

（サブ F） 誰が発表するかを決めてください。 

 

（F） そちらの方、すみません、①についてはご協力お願いします。 

 ありがとうございました。 

 

＜終了＞ 


