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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 B 班 

 

（F） では、ファシリテーターをやらせていただきます。よろしくお願いします。 

 発表はどなたですか？ 

 

―― 私です。 

 

（F） 分かりました。 

 では、進めていきたいと思います。まず、質問をグルーピングしていきたいと思うので、

これはこっちに近いとか、どんどんやってください。 

 

（サブ F） 机の向こう側に回られたほうがいいでしょうか。見づらいですよね。どうぞ、

そちら側に回ってください。 

 

―― とりあえず、これはどけておきましょうか。単語レベルの説明の話になってしまう

ので。 

 

（F） ああ、そうですね。 

 

―― 「住民説明会って何ですか？」ですか。 

 

（F） 言葉が分からないという話ですよね。 

 

―― ああ、そうか。おそらく前後の流れがつかめていない状態で、住民説明会といって

もいろいろあるので、そのレベルの話になってしまっているのでしょう。 

 とりあえず、歩み寄るみたいな話が、 

 

（F） ええ、歩み寄りがありますね。あとは、利害関係。 

 

―― ①と②と、順番を変えていいんでしたっけ？ 

 

（サブ F） 後で選んで書くことになります。 
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―― 今は、場所は関係なく貼られているのですよね。 

 

（F） 「どんな価値判断の違いがあるのか」「価値判断は人それぞれ生まれたときから違

う？」。 

 「具体的な言葉の違いとは何でしょう」。 

 

―― この辺でしょうか。うーん、ちょっとまとめるには強引ですけれども。ちょっと離

して貼っておきましょうか。 

 

（F） 「誰が発信するのか」。37 番ですから、分かりやすい情報を誰が発信するのかとい

うことですね。 

 

―― 政府なのか、専門家なのかはともかくとして、まあ確かに、 

 

―― 説明責任ということでしょうね。誰が話すべきですかと。 

 

（F） では、価値判断の質問と。あと、これは何ですか？ 

 

―― 役割についてですね。 

 

―― 「政府の対応が悪かった、どう改善したら良いのか」というのも、結局情報の出し

方と信頼性の話、言葉の問題にもなっているので。 

 

―― 「信頼を得るためには何をすべきか」。これはまた別ですね。テクニック的な辺り。 

 

（サブ F） この中から優先順位をつけます。 

 

（F） あちらは歩み寄り関係ですね。どうしたら歩み寄りができるのか、とか。 

 

―― 歩み寄りは必要か、とか。 

 

（F） 必要なのか。どんな結果を期待しているのか。 

 あとは利害関係とかですね。 

 ここから、重要と思うグループの優先順位を決めて、2 つ選びます。どれに回答しますか？ 

 

―― やはり、どう発信したらいいか、というのがあると思うのですけれども。 
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―― どの質問も、答えの出る話ではないのですけれどもね。 

 

―― ええ。 

 だから、例えば、例えばですよ、どんなに時間がかかってもいいから、とにかく徹底的

に説明して、分かりたいのかどうか。そういうのって、専門家にとっては極めて重要な問

題なのですけれども。時間をかけないでパッと説明してほしいのか、時間は問わないから、

とにかく分かるように、そして間違いないように説明してほしいのかによって、対応は全

く変わってくる。それは、少なくとも専門家サイドからすれば、かなり重大な問題なので

すよ。 

 

（F） あるいは、何を求めているかは違うかもしれないですよね。どちらでもなくて、た

だ信用させてほしいだけの場合もあるかもしれないじゃないですか。 

 

―― まあ、それも含めて、どうしたらいいか。 

 

―― 何のためにするのかというと、これのためにするものなのかな、という気もします

ね。この辺もそうですね。 

 

（サブ F） だいたいまとまったら、どれを第 1 候補とするのか決めてください。 

 

―― ここに書いていいですか？ 

 

（F） たぶん、まだ書いちゃいけないと思います。 

 

（サブ F） ここには、代表質問を直書きしていただきます。 

 

（F） 個人的には、この「歩み寄り」の質問に対して回答したいなという気持ちがありま

すね。何にしても、歩み寄っていかないといけないというのは、なんとなくあるじゃない

ですか。壁をなくしたいのであれば、それが必要という感じがするので。壁があってもい

いじゃんと言われたら、何も言えないのですけれども。 

 

（サブ F） 皆さん、いかがですか？ 

 

―― 私も、今の「歩み寄り」に付随するような話ですけれども、人間は 1 人では生きて

いけないわけですから、どこかで協調性を見つけて、共に歩んでいかないといけない。そ
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ういった意味で、何かしらの提案のような答えは出してもいいのではないかなと。それが

全てとは言いませんけれども。まあ、ひとつの方策としてあるのではないかと。 

 

（サブ F） そういう流れですけれども、どうですか？ 

 

―― もう異論はないですね。それは皆さん共通で思っている感じですね。 

 

（F） では、それが①でいいですか？ どうまとめましょうか？ 

 

（サブ F） どの付箋ですか？ この 3 つですね？ 

 

―― 3 つをひとまとめにして、「歩み寄りはどうすべきなのか」という感じでしょうか。 

 

（F） 「どう歩み寄るべきか？」ですか？ 

 

（サブ F） 質問のタイトルはそれでよろしいですか？ 

 

（F） あ、書いていいのですか？ 

 

（サブ F） どうぞ。この辺にタイトルを書いてください。 

 

（①の代表質問を記入） 

 

（サブ F） では、これがこの質問のグループということでよろしいですか？ 

 

（F） はい。 

 

―― 大丈夫です。もう 1 つは何にしましょうか？ 

 

（F） 何にしましょうか？ そちらの方はどうですか？ ずっと口を閉ざしていますけれ

ども。 

 

―― この辺は、どう考えるのでしょうね。 

 

（F） たぶん、この辺の質問は、この辺の意見に対する質問ですよね。 
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―― 質問はあるけれども、理解が分かっていないというか、 

 

―― これを答えるというのは、そもそも、 

 

―― 意図が伝わっていないのではないかと。 

 

―― この質問は、被害、加害があるとは限らないのではないか、ということだと思いま

す。 

 私からすれば、あとは、そちらの価値判断を選ぶか、どちらかでしょうね。 

 

―― 話を聞いていると、こちらのラインもありますよね。 

 

（F） ええ、私もこのラインかなと思います。 

 

―― 私もそちらのラインですね。 

 

（サブ F） では、どういう質問にしますか？ 

 

―― これがまさに代表質問ではないでしょうか。 

 

（F） ええ。私もこれだと思います。「信頼を得るためには何をすべきか」。 

 

（サブ F） よろしいですか？ 

 

（F） では、そのままでいいですか？（②の代表質問を記入） 

 

（サブ F） では、①、②に類する付箋をまとめていただけますか。 

 

―― これは入れておきましょう。 

 

（サブ F） いいですか？ はい。時間ピッタリです。 

 

―― ということで、残りは欄外に。 

 

―― 欄外に行くのですか。欄外という表現もなかなか激しいですね。 

 



 - 6 - 

（F） それでは、この①の質問について、3 分くらい使って、付箋に回答を自分なりに書

きます。 

 

（サブ F） どうぞ、着席してください。 

 

（F） 回答を書いたら、またいつもみたいに読み上げて、貼って、ということをして、で、

②も同じようなことをしますので、よろしくお願いします。 

 

（サブ F） では、3 分始めます。 

 

（記入中） 

 

（F） 難しいですね。 

 

―― 難題が降りかかりましたね。 

 

―― たぶん、我々も他の班に無理難題をふっかけていますから。 

 

（サブ F） 答えやすいものではなく、大事な質問を選んでいただいたということで。 

 

（F） じゃあ、3 分間、 

 

（サブ F） もう始まっています。 

 

（記入中） 

 

―― 質問に番号を振っておいたほうが、面倒くさくないですよね。それとも、全体的な

話でいいのですか？ 

 

（サブ F） はい。代表質問に対する回答です。 

 

（F） 「どう歩み寄るべきか？」に対する回答がいいですね。「歩み寄りとは？」ではな

く、具体的にどう歩み寄るべきか、ですね。 

 どうしたらいいのだろう…。 

 

（サブ F） ①も②も具体的な質問ですよね。「どう」と、「何を」ですから。 
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（記入中） 

 

（サブ F） まず①が 10 分、次に②が 10 分です。同時でもいいのですが、一応時間的に

は 10 分ずつ取っています。 

 

―― 分かりました。先に①ですね。 

 

（サブ F） まあ、思いついたら②でもいいですけれども。どんどんお書きください。 

 

（記入中） 

 

（サブ F） 3 分経ちました。あと少し延ばしますか？ 

 

（F） 皆さん、どうですか？ 

 

―― もう少し時間をください。 

 

（サブ F） では、あと 1 分くらい。 

 

（記入中） 

 

（サブ F） そろそろ 1 分経ちます。 

 

（F） はい。では、今書いているもので終わりにしましょう。 

 では、できた方から、読み上げながら貼っていってください。では、こちらからお願い

します。 

 

―― とりあえず、専門用語をなくすということ。 

 あと、やはり顔を合わせる機会を作るということ。 

 あとは、相手の知りたいことに答えるということ。自分の伝えたいことではなく、まず

は相手目線ということです。 

 

（F） ありがとうございます。では、そちらの方、大丈夫ですか？ 

 

―― 大丈夫です。1 つ目は、思考停止をしない。分からないからといって、そこで思考停
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止して、考えることをやめない。考え続けていくことが大切だと思います。 

 2 つ目は、いろいろな立場の方がいらっしゃいますので、多様な意見を取り入れた上で、

総合的に判断する。一方の意見だけ取り入れて、それだけで相手のことを判断するのはあ

まりにも危険ですので、そういったことを考慮した上で対応策を取るといいと思います。 

 

（F） ありがとうございます。では、次の方、お願いします。 

 

―― この質問に合っているのかどうか分からないのですけれども、分かっていることと

分かっていないことをはっきりさせる。 

 

（F） ああ、重要だと思います。 

 

―― それと、あ、今は①だけか。 

 

（F） はい。今は①ですね。 

 

（総合 F） 15 分経ちました。あと 15 分で答えを発表しましょう。よろしくお願いします。 

 

（F） では、お願いします。 

 

―― ほとんど同じですね。ええと、ここかな。何が知りたいか、どういうレベルで知り

たいか。 

 

―― 「求めるものを明確にする」ですか。なるほど。 

 

―― まずは、それぞれが言いっぱなしでいいので、何がしたい、あるいは何が知りたい

ということを言わないことには始まらない。すりあわせる前に、まずはそれぞれの都合が

あるはずなので、ということです。 

 あとは、これはまだどれとも違うと思うのですけれども、どこまでの問題がこれにリン

クしているのか。例えば、原発の問題は常に電気と直結しているので、原発の良し悪しだ

けを語っていたらいつまで経ってもお互いが言いたい放題で堂々巡りなので、関わるもの

全部を天秤にかけたときにどこに落ちるのかという話をしないと、歩み寄りようがないの

ですね。 

 もう 1 つは、ここだと思うのですけれども、それぞれフィーリングとか感覚は絶対に違

うので、まずはそれが違っているということを再認識する。まあ、頭では分かっているつ

もりの人も多いのでしょうけれども、改めて意識して考え直さないといけないのかなと。 
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（F） ありがとうございます。 

 私は、もっと具体的なのですけれども、まず、一緒に飲もう（笑）。 

 

―― いいんじゃないでしょうか。私の意見もかなり近いので。 

 

（F） 仲良くなる。そうしないと、言葉が入ってこない気がして。だから、一緒に飲みま

しょうよという話です。 

 あとは、基本知識を合わせる。例えば、学校などで、原子力に対する基本知識はこれだ

よねって、もう基本を作ってしまう。そうすると、お互いにどこまで知っているかが分か

っているから、「ここはやったよね。でも、違う」とか、「でも本当はもっとこうなんだよ」

という言い方ができるから、何も土壌がないところよりは歩み寄りやすいかなと思いまし

た。 

 

（サブ F） 共通認識ということですか？ 

 

（F） 共通認識、そうですね。ここまでは習ったよね、というのがいいのかなと。 

 あと、これも一緒ですけれども、利害のないところで関係性を作る。利害がどうのこう

のと言っていたけれども、ないところで 1 回関係性を作るということもありじゃないかな

と思います。 

 

―― ありじゃないかなというよりも、経験的にこれが一番強いですね。 

 事故の後、事故の前から知っていた人から、嵐のように電話がかかってきたのですよ。

当時はまだ学生でしたけど、ニュースを見たり、専門家の相談サイトに行ったりする前に、

しょせん学生にも関わらず、私のところに電話がかかってきたのです。 

 

（F） それはたぶん信用しているからですよね。 

 

―― だから、まさにこれなのですよ。ちょっと順番は違いますけど。利害のないところ

で関係ができていた人のところに、まず手が飛んだのです。 

 

―― なるほど。 

 

（F） なるほど。 

 

（サブ F） これでよろしいですか？（付箋の確認） 
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―― はい。 

 

（F） ありがとうございます。 

 他に言いたいことがある方はいますか？ そうしたら、回答をまとめないといけないの

ですよね。 

 

―― あ、1 つだけ。「専門用語をなくす」と言い切ってしまうのは、ちょっと短絡的かな

と思います。先ほど来の議論ですけれども、専門用語をなくせばいいというものではない

と思うのです。求めるものの明確さとの関連なのですけれども、絶対に疑いがないくらい

厳密な答えがほしいと言われて、かつ、専門用語もなし、というのはおそらく無理。それ

とも、ある程度の甘さがあってもいいから、専門用語なしで答えてくれ、なのか。ですか

ら、なくすといきなり言い切ってしまうのは、少し危険ではないかなと。 

 

―― 私もそれについては完全に同意します。これは一般論として、きっかけとして基本

的に留意すべきことであって。「ベクレルって何ですか？」と言われたら、ベクレルで返さ

なきゃいけないし、より専門的な話になりますので。基本姿勢という意味で、おっしゃる

ことには違和感がないです。 

 

（F） とりあえず、もう①の時間が終わってしまったようなので、回答をまとめないとい

けないのですね。まあ、まとめる必要もそんなにないという話ではありましたが。これは

大きい柱みたいな感じがしますね。真ん中にありますし。 

 あとは、 

 

（サブ F） 今おっしゃっていたことは、こういうことですか？（付箋の確認） 

 

―― はい。大丈夫です。 

 

（F） あとは、分かっていることと分かっていないこと、みたいな話。知りたいことを、

すみません、誰かお力のある方、まとめてくれませんか。 

 

―― なんとなく 3 本の柱になっていますけれども、これは競合するものではなくて、そ

れぞれ必要だと思います。 

 

―― そうですね。全部必要ですね。 
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（F） では、答えはこれと、これと、これです、という感じで大丈夫ですか？ 

 

―― 一言言いたいのですが、専門家の中でも歩み寄る必要があるのではないですか？ 

そうでなければ、市民とは歩み寄れないと思います。 

 

―― 市民対専門家ではないということですね。専門家と専門家も歩み寄る必要があると。

おっしゃる通りだと思います。 

 

（F） そうですね。では、次に行っても大丈夫ですか？ 

 

（サブ F） もし直書きできるような内容がありましたら、書いていただけますか。 

 

―― どうしますか？ 三本柱ですという話をして、 

 

（F） そうですね。三本柱でいいんじゃないですか。 

 

―― ただ、最後のお話などは、トピック的に出したほうがいい、重要な意見だと思いま

す。 

 

（F） 丸で囲めばいいですよね。 

 

―― グルーピングして、いろいろ書いてください、みたいな感じですよね。 

 

（サブ F） ええ、書いてください。ここに直書きで。 

 

（F） ああ、そういう意味ですか。 

 

―― これにしますか？ 

 求めるものを明確に…、うーん、なんでしょうね。 

 

（サブ F） これで追加していいですか？（付箋の確認） 

 

―― はい、結構です。 

 

（サブ F） どこがいいですか？ 
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―― 下のほうでしょうか。 

 

―― なんでしょうね。 知りたいこと？ 自分の知りたいこと？ 

 

―― 知りたいこと、あるいはその程度ですね。面倒くさくてもいいから厳密に知りたい

のか、どうなのか。 

 

―― なるほど。では、ここは「自分の知りたいことを明確にする」ですね。（タイトルを

書きこむ） 

 

―― 知りたいことと、知りたい程度もですよね。 

 

―― 「自分の知りたいことを明確にする」というのは、市民の立場からのことなのかな？ 

 

―― いや、専門家としても、どういうフィードバックを求めているのかとか、どういう

ことが聞かれるのかとか、あるいは感覚のずれがどこなのかということを、当然専門家は、

少なくとも私は、持っているので。 

 

―― 市民としてはどうですか？ 違和感はないですか？ 確かにこのグループには青の

意見しかないのですが。 

 

―― ああ、言われてみればそうですね。 

 

―― こう言われて、いかがですか？ 

 

―― まあ、専門家自身も努力すべきことですよね。 

 

―― ええ。努力すべきです。ある意味、歩み寄るために、専門家としてこうしてほしい

ということですね。 

 

（F） ありがとうございます。残り 2 つのグループについても、何を書けばいいか、まと

めたいのですけれども、どれがいいでしょうか？ 顔を合わせる機会…。 

 

―― 「仲良くなる」とか。 

 

（F） 分かりやすくそうしますか？ 
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―― いいんじゃないですか。で、そのための手段としてはこういうものがあると。丸を

しておきましょうか。こういうことが手段としてありますと。 

 ここはどうでしょう？ 

 

―― ここは「すべきこと」だと思いますけど。 

 

（総合 F） あと 5 分です。あと 5 分経ったら、皆さんの回答を発表しましょう。模造紙

はそのままテーブルに置いておいてください。 

 

（サブ F） そろそろ②のほうに行きましょう。すみません、もう時間がないのですが、よ

ろしいでしょうか？ 

 

―― （3 つ目のグループのタイトルは）これにしましょう。 

 

（F） そうですね、ありがとうございます。 

 

（サブ F） では、②に移ってください。 

 

（F） では、書く時間がないのですけれども、急いで書きましょう。 

 

（サブ F） 急いで書いていただけますか。もう 3 分は取れませんので。 

 

（F） で、書けた人からどんどん貼っていってください。 

 

―― 結局（①と）同じになってしまうのですよね。 

 

―― まあ、似ていますからね。いや、それでもいいと思います。 

 

（F） そういうことだと思います。 

 

―― そうか。考えてみればそうですね。 

 

（F） これ（①）に対する回答が、まさに②の回答であると。 

 

―― まあ、②のほうは、具体性ですよね。本当に何をやるのかという話。例えば、こう
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いったフォーラムを繰り返していくとか。 

 

（サブ F） どうぞ、思ったことを書いてください。 

 この後、発表しますので。 

 

―― 最初に 2 つに分けたけど、結局これとこれは同じだったと。そう発表すればいいと

いうふうに私は理解しましたけど（笑）。 

 

（笑） 

 

（F） そういうことですね。薄々思っていましたけど。 

 

（サブ F） そうですね。この矢印が端的ですね。 

 

（F） なんか、もっと具体的に、どう歩み寄るべきか、とか、 

 

―― そうですね。例えば情報発信ひとつとっても、情報発信を頻発にするというのは、

もしかしたら信頼には効くかもしれないけれども、歩み寄りかと言われると、うーん、ど

うだろうという気もしますけど。どうなのでしょうね。 

 

（サブ F） あと 1、2 分です。 

 

―― 一般市民は、別に自分で原子力のことを知ろうと思っていないじゃないですか、最

初から。いろいろな人がいるけど、普通はそうだと思います。むしろ、原子力の専門家が

一般市民に分かってほしいと思っているのではないですか？ 

 

―― 要はどちらのレベルに合わせるかという話で、 

 

―― いや、それもあるけど、一般市民は、歩み寄るとか歩み寄らないとかではなくて、

そういう関心もないのではないですか？ 

 

（F） 分かります。「なぜ理解しなければいけないのか」みたいな感じですよね。 

 

―― そうです。自分の生活に関係ないし。 

 

（F） 「理解させたいのは専門家でしょ？」っていう感じですよね。 
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―― そうですね。 

 

（サブ F） こういうことですか？（付箋の確認） 

 

―― そうですね。 

 

―― 問題は、それをよしとするのか、そうではなくて、やはり伝えようとするのか、と

いう辺りですよね。それが議論のテーマですよね。 

 

―― 私からすれば、結局、市民の中でも利害関係がある人が文句を言っているわけです。 

 

（サブ F） 今のご質問は、追加しますか？ 

 

（F） 一応つけておきましょうか。 

 

―― 難しいのは、そうは言っても原子力の問題というのは、本当に皆がちゃんと考える

機会がないと、それこそ「上のほうで決まったね」と後から言われてしまうので、やはり

そこにどうアプローチするかが重要だと思うのです。 

 

―― 普通の人たちの理解は、事故が起こって、「ちゃんとやるって言っていたのに、それ

をやらないのはどういうことなんだ」ということだけですよ。事故が起こるまでは、全然

関心を持っていない。 

 「いや、電気を使っているだろう」と言われても、そんなことは知ったこっちゃない。

ちゃんと電気代を払っている。払ったら、もう責任はないでしょう。世の中に、お金を払

ってものを買ったときに、実はあなたは廃棄物の責任を持っていますって書いてあるもの

がありますか？ ということですよ。 

 

―― その問題は、原子力だけではないですからね。 

 

―― そうです。だけど、普通はそんなことはないので。車を買ったら、自分の責任で捨

てるのだから。電気を使うことに対して、なぜ責任を持たないといけないのか、という話

です。 

 

（総合 F） そろそろ発表に移りたいと思います。準備ができたところは私に合図をお願い

します。 



 - 16 - 

 

―― 私としては、例えば動物を殺して食べるじゃないですけど、そういうときの責任は、

書いていないけれども、それをどう捉えるか、それこそ倫理的な問題なのではないかとい

う気がします。 

 

―― それはありますね。クジラと牛は違うのか、という話。 

 

（総合 F） 準備ができたところは合図をお願いします。 

 

（サブ F） 発表の準備はできましたか？ 

 

―― 大丈夫ですか？ 

 

―― とてもいいと思いますよ。 

 

―― 発表は何分ですか？ 

 

（サブ F） 3 分くらいと言っていましたね。 

 

（総合 F） 皆さんに机を囲んで見てもらうので、皆さんに見やすいように置いてください。 

 

―― だったら、こちらのほうが広いから、この向きのほうがいいですね。 

 

＜グループワーク 2 終了＞ 


