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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 

 

（サブ F） では、ここをもう一度読んでいただくのですけれども、その前に、今日はテー

ブルが大きいので、少しトーンを上げてお話をしてください。お願いします。 

 では、どうぞ、お願いします。 

 

（F） それでは、まず模造紙に貼られている質問をグルーピングします。重要と思うグル

ープの優先順位を決めて、2 つを選び、それぞれ代表質問を選び、もしくは作りましょう。

答えやすさで選ばないようにしましょう。優先順位の番号、①、②のところに、代表質問

を書きましょう。そして、附箋全体を並び替えます。なお、模造紙の使い方はサブファシ

リテーターに聞いてください。 

 

（サブ F） はい。どうぞ、グルーピングをしてください。 

 

（F） じゃあ、グルーピングです。 

 ええと、まず、生活レベルですね。 

 

―― なんて書いてあるのですか？ 

 

（F） 「生活レベルを下げると、どのような生活となるか」。 

 

―― ああ。 

 

（サブ F） 読みにくいので、読み上げたほうがよくないですか？ 

 

（F） では、これは「ウランの選鉱、濃縮などで排出される CO2を定量的に教えてくださ

い」。 

 

―― 定量的に（笑）。 

 

（F） それから、「誰がどのように情報開示をしたら良いか」。 

 「事故などのトラブルの実態を考慮し、現状全て止まっている状況で、なぜ安定電源と

言えるのですか」。 
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 「どの世代までこの議論を続けるのか？ 10 年？ 20 年後？」。 

 「核セキュリティーをやっている学会員もいます」。 

 「信用できるのは何か？」。 

 「どうしたら信用が得られるか？」。 

 「第三者的立場の人とは？」。 

 「第三者は誰がなるべきか？ （知識がないと難しいのでは？）」。 

 「どのような情報発信を望むのか？」。 

 「福島の原因究明を更に進めることはあるが、明らかになったもので十分ならば、再稼

働もどうか？」。 

 それから、「外れた計算とは？」。なんだっけ？ 

 

（サブ F） ええと、それは、タですね。 

 

（F） それから、「事故リスクコストを入れないの？」。 

 「言えない立場の人が言えるようにするには？」。 

 「何をもって必要、不必要を判断すべきか」。 

 

（サブ F） 補足してください。タの質問はこれです。読んでください。 

 

（F） 〔原子力のコスト 反対派の人は一般的な評価から外れた計算している〕。あ、こ

ういうことですか。 

 

（サブ F） 〔外れた計算をしている〕に対して、「外れた計算とは？」となっています。 

 

―― 情報に関することでしょうか。 

 

（F） 外れた計算、そうですね。 

 

（サブ F） これは分かりましたか？ これは、会社の人が、言えない立場の人もいる、と

いう話です。 

 

（F） ああ、例えば東電の人ということですね。 

 

―― 第三者というのと、 

 

（サブ F） 第三者とは誰がなったらいいのか。 
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―― ちょっと近いですね。 

 

―― これは「外れた計算」と同じですか？ 

 

―― こちらにリスク計算も、あ、違う、コスト計算ですか。 

 

―― これも少し関わってきますかね。 

 

―― これは、そうですね。これの近くに置いておきましょう。 

 「信用できるのは何か」。 

 「議論はどの世代まで」。 

 

―― これは面白いですね。 

 

（F） 「何をもって必要、不必要を判断すべきか」。 

 

（サブ F） これは全体に対しての質問、ということです。 

 

（F） それから、「言えない立場の人が言えるようにするには？」というのは、 

 

―― 先ほどの東電の話ですね。 

 

（F） そうですね。 

 それから、「再稼働もどうか」。再稼働は、 

 

―― これは分けておきましょうか。これは個別な気がします。 

 

（サブ F） では、優先順位を決めてください。 

 

（F） そうすると、グループは、ひとつは、情報発信のときに、どういう形態をするか。

あるいは、どうすれば信用してもらえるか。そういうグル―プでしょうか。 

 

（サブ F） あるいは、誰が。 

 

（F） 誰が。 
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 あと、これが技術的な問題で、事故計算。あとはコスト計算ですね。 

 

―― 優先順位というのは、どうやって決めるのですか？ 

 

（サブ F） 皆さんで話し合って決めてください。 

 

（F） 「核セキュリティーをやっている学会員もいます」。 

 

―― なんか、これは別の問題らしいです。ここら辺はその他みたいな感じで。 

 

―― 皆さん、どれが気になるとかありますか？ 

 

（F） どうですか？ 

 

―― 「誰がどのように情報開示をしたら良いか？」はいいと思いますね。質問は、整理

して書いてもいいのですよね？ 

 

（F） そうですね。ここはひとつくくりますか。 

 

―― よさそうですね。 

 

（サブ F） 囲みではなくて、直書きで質問を書いていただいて、それに関連する付箋をそ

の下に貼って、囲むということをします。 

 一旦、まずはこのグループですね。もうひとつはどうしますか？ 

 

―― 私は、「どの世代までこの議論を続けるのか？」という質問は、今までにない視点で

面白いなと思いました。 

 

―― そもそも、〔子孫に課題を残したくない〕という付箋を少しアレンジしているのです

よね。 

 

（サブ F） 25 番ですね。〔子孫に課題を残したくない〕。 

 

―― 「どの世代まで議論するのか」って、ちょっと変な感じがするのですよね。 

 

―― 要は時間的なスパン、中期的、長期的のことですよね。 
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―― ですよね。 

 

―― 時間の話を聞いているのですよね。 

 

―― だから、中長期の話なのでしょう。 

 

―― これも議論がいっぱい出ると思うので、いいテーマですね。 

 

―― 本当はそれぞれの断面でしょうね。 

 

（サブ F） では、あと 1～2 分で 2 つに決めて、書きましょうか。 

 

―― 一応これは決まったんですよね？ 

 

（F） ええ、1 つ。 

 

―― 今の流れだと、これとこれという感じがします。 

 

（サブ F） では、選ばれないものは、選ばれないと決めてしまうと申し訳ないのですけれ

ども、下に。どうでしょう。 

 

―― 他に何か心残りのものがあれば。 

 この上の 2 つと下の 1 つはちょっと違うかなと思います。 

 

（F） これは具体的には、今ある問題を何年で解決すべきか。あるいは、10 年か、20 年

で解決すべきか。そういう問いかけですか。 

 

―― 元々は、〔子孫に課題を残したくない〕という話ですよね。 

 

―― そうですよね。議論が示す対象が、 

 

―― 次の世代に残したくないという意見に対して、こう言っているのですよね。 

 

―― どこまでやるのか、どこで決めるのかっていうことじゃないですか？ だらだら議

論していても、みたいな。 



 - 6 - 

 

―― 逆に、じゃあ何を基準にしますか、ということについて話し合っても面白いかなと

思いますね。 

 

（F） ああ。 

 

―― まあ、アレンジしてもいいわけですよね。 

 

（F） そちらの方はどうですか？ 

 

―― これに関しては、先ほども言ったけど、年代別の、だから我々世代とかは、過去の

経験を持っている場合には、50 年もかけて。ただ、そのデータがあるなしというのがある

のですよ。それはやはり、弁償していかなくちゃいけないですよね。若い人にはその経験

がないから。え？ ずっと議論しているの？ ずっと心配するの？ みたいな。たぶんそ

れだと思うのですよ。 

 

（サブ F） 質問の作り方としては、いくつか出ているものを少しまとめた形にするのはい

いのですけれども、あくまで受けた質問に対する答えなので、あまりアレンジが効いちゃ

うとどうかなというのはあります。 

 では、少なくとも 1 問目はできましたので、先ほど言いましたように、直書きと、関連

の附箋を囲むということで、お願いしていいですか。 

 

―― ①ですか？ 

 

―― 「あるべき情報発信とは？」とかにしますか？ 出すほうと引き出すほう、両方で

すよね。 

 

（F） 情報発信の仕方と、ええと、 

 

―― なんていうんですかね。情報の出し方、受け取り方。 

 

―― もっと具体的なほうがいいかもしれない。 

 

―― こちらにしますか？ 

 

―― 代表質問というのは、ここからそのまま取るということですか？ まとめては駄目
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なのですか？ 

 

（サブ F） そのまま取ってもいいし、まとめてもいいです。 

 

―― 「情報発信のあり方」でいいんじゃないですか。そのときに、よく、聞き手のこと

も考えろとか、そういうことを念頭に置けとか、聞いてから発信しろとか。そうすればい

いと思います。 

 

―― では、「情報発信のあり方」にしましょうか。 

 

―― ええ、それでいいと思いますが、いかがでしょうか？ 

 

―― この 3 つの質問は、発信するほうと、受け取るほうと、こういう問題があったとき

には、という内容なので、情報というものがどう回るべきなのか、ということになるのか

なと思います。 

 

―― では、受け取り方も書いておきますか？ 

 

―― 発信だけではないですよね。 

 

―― 「受け取り方」。（書き込む） 

 

（F） もう 1 問ですね。 

 

―― これが話題に挙がっていましたけれども。で、先ほど、基準についてと言っていた

ので、 

 

（F） 時間軸を、何を基準にしたらいいかとか、そういうことですか。 

 

―― これは廃棄物問題ですよね？ 

 

―― やっぱり市民からすると、不安解消をいつまでするのか？ 10 年後、20 年後までず

っと不安を持つのか、みたいな話じゃないですか。 

 

（F） では、これとこれが同じで、不安解消を、 

 



 - 8 - 

―― 原子力全般の話ですよね？ 

 

―― 25 番ですか？ そもそもは廃棄物ですよね？ 

 

（サブ F） 25 番は、廃棄物問題についての発言でした。 

 

―― そういうことなのですね。それに限った話にしますか？ 

 

―― まあ、アレンジするという手はあるのでしょうけれども。 

 

（サブ F） 廃棄物問題について、〔子孫に課題を残したくない〕と書いてあったところに

対する質問です。 

 

―― そういうことですね。難しいな。 

 

―― 難しいですね。 

 

―― では、これはもうこのままにしましょうか。ここの「議論」というのは、要は廃棄

物問題ということで。 

 

（サブ F） では、念のため、ここに「廃棄物問題、どの世代まで」と書いておいたほうが

いいですよね。 

 

（F） はい。（②の質問を書き込む） 

 

（サブ F） では、次に進みましょうか。 

 

（F） それでは、①の質問について、3 分程度時間を取って、各自、付箋に回答を書きま

しょう。うまく文章にならない、回答が長くなる、などの場合には、キーワードを書きま

しょう。書いた回答は手元にストックしておきます。 

 

（サブ F） はい。では、お願いします。 

 

（記入中） 

 

（F） ちょっと漠然として難しいですね。 
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（サブ F） これは皆さんに質問されたことですので。回答を書いてくださいということで

すので、お願いします。 

 

（記入中） 

 

（F） では、質問の回答を順番に読みながら、模造紙に貼っていきます。どのような回答

が出ているかを皆で確認しましょう。まずはこちらの方から。 

 

―― はい。情報発信というと、やはりこういうフォーラムのような小規模な議論の場を

もっと増やすのが一番かなと思います。フェイス・トゥ・フェイスで話し合う場。 

 あとは、偏ったメディア報道をどう防止するか。せめて、反論はきちんと公開すること

かなと思います。 

 

（F） そちらの方、お願いします。 

 

―― はい。比較するものがあるということ。ひとつの情報だけではなくて、こういう見

方とこういう見方とかがあります。では、あなたはどちらを信じますかじゃないですけれ

ども、というようなこと。 

 あと、よく分からないのですけれども、真実を伝える。なんとかって書いてあるけれど

も、でも実際のところはこういうこととこういうことを含んでいます、みたいな話によく

なると思うのですけれども、いや、だからそこを知りたいのですよ、という思いがありま

す。 

 あと、今そちらの方が言ったので、私もそうだなと思って、乗っかって書いてしまった

のですけれども、小さな集団ごとの議論とか、そういう中で自分が考える機会を与えても

らえるような情報発信の仕方だったらいいなと。村単位でもいいですけれども。村の会議

みたいな。20 人くらいの単位の、話し合う場。まあ、そのためには生活の余裕とかも必要

だと思うのですけれども。そういうものがあったら、もっと、ちゃんと皆で考えていける

かなと思いました。 

 

（F） ありがとうございます。次の方。 

 

―― はい。私は、自称専門家というのはいけないと思うのですよ。責任の重みを知って

ねと。客観性、中立性には注意してくださいと。 

 それから、手前味噌はよくないなと。知りたい質問について優先的に回答しましょうと。 

 それから、技術はちょっと難しいのですけれども、比喩などを使うことが多いのですが、
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正確性と分かりやすさに配慮しようと。実は難しいのですけれども。 

 

―― 難しいですね。でも、重要ですね。 

 

―― ええ。反省を込めて（笑）。 

 

（F） 次の方、お願いします。 

 

―― 私も 初書けなかったのですよ。一番難しい。これができないから、3.11 以降、ず

っともんもんと来てしまったのかなと。 

 私は、漠然としていますけれども、知識、情報力のある組織から、原子力ムラかどうか

分からないですけれども、まとめて市民に分かりやすく、正しい情報を発信してほしい。 

 受信側は、まあメディアの偏向とか、先ほどの自称専門家の見極めですね。それをちゃ

んとすること。 

 

―― こちら側は受信側の塊にしましょうか。 

 こちらは発信側にしましょうか。 

 で、真ん中にテクニックのものを置きましょう。 

 

（総合 F） 20 分経ちました。あと 10 分で発表していただきます。もし②の質問まで話し

合いが行かなかったら、①だけでも構いません。よろしくお願いします。 

 

（F） では、次の方、お願いします。 

 

―― 食べ物、健康のリスクの紹介。 

 

―― 比較するものがあるとか、 

 

―― そうですね。 

 

（サブ F） 今の発言は（総合 F のアナウンスと重なって）聞き取れなかったと思うので、

もう 1 回読んでもらっていいですか。 

 

―― あ、食べ物や健康に関する、事故後のリスクの紹介。 

 

（サブ F） ありがとうございます。 
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―― ええと、これも事故後に関するリスクなのですけれども、さまざまな電力を作る施

設の、何だろう、全部平等に評価したリスクの情報。 

 あと、事故後どのような現状になっているのかもちょっと知りたいかなと。 

 あと、事故後の土地利用です。 

 

（F） 土地利用。土地利用も発信ですね。 

 

―― そうですね。知りたい情報ということです。 

 

（F） では、次の方、お願いします。 

 

―― 話が大きくなってしまったのですけれども、「情報発信のあり方は？」というと、や

はり情報を集約する組織があったほうがいいなと。ひとつに集まったほうがいいのではな

いかと。 

 

（F） 今度は発信側ですね。 

 

―― で、そこに、立場に関わらず、公平、公正に情報を受発信できるルールがあったら

いいなと思います。 

 もうひとつは、視点をそろえるということで、確かに市民とか専門家とか、あとは企業

とか、分かれさせることはできるのですけれども、もう少し大きく視点を持って、例えば、

専門家の方も市民でもあるので、市民としてどうなのか。あと、日本国民としてどうなの

か。もっと大きくしたら、地球人としてどうなのか。そういうふうに視点を変えることは

どうかと思いました。 

 

（F） では、私から。方法論ですけれども、マスコミ対策。ちゃんと偏向報道しないよう

な。 

 あと、インターネットをもっと活用したらいいのではないかと。 

 あと、方法論として、「勝手連」みたいな、 

 

―― 勝手連（笑）。 

 

（サブ F） 勝手連？ 

 

（F） 勝手連というのは、要するに、勝手に集まって、 
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―― 昔、北海道知事選で、横路さんでしたっけ。ちょっと古い話ですね。20 年以上前で

すね。 

 

―― 自主的に集まって。 近国会事故調とかあるのですけれども。 

 

（サブ F） では、次に進みましょう。 

 

（F） 次は、出てきた回答を分類したり、話し合ったりしながら、回答をまとめていきま

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付箋に書き出し、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ましょう。 

 

（サブ F） ですが、あと 7 分しかありません。すでに（総合ファシリテーターから）②に

どうぞと言われましたけれども、どうするか決めましょう。①だけなら①だけで、 

 

―― あと 7 分ですからね。こちらだけでいいんじゃないですか。 

 

（サブ F） では、お願いします。 

 

（F） では、先ほど言ったように、発信側の内容、それから受け取る側、それから手段。

そんな感じでしょうか。そうすると、 

 

―― タイトルをつけたほうがいいですよね。 

 

―― 仮にやってみましょうか。 

 

―― つけてもらったほうが発表しやすいですね。 

 

（F） ええと、発表はどなたですか？ 

 

―― 私です。発信、受信、あとは方法論とか。 

 

―― とりあえずやってみましょうか。 

 

（サブ F） 少し上に詰める感じでお願いします。 
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―― こちら（②のスペース）は使ってはいけないのですか？ 

 

（サブ F） ああ、こちらはもう使ってもいいですよ。ただ、下を少し空けてください。 

 

（F） まず、発信側はどうあるべきか。 

 

―― ええと、これ、難しいですね。 

 

―― 先ほどみたいに、ぐるっと囲んで、小見出しをつけてもらえると、発表がしやすい

ですね。 

 

―― そちらの方が上手だから。 

 

（笑） 

 

―― どうしましょうか。今見た感じ、専門家としての発信方法と、第三者のような、こ

ういう組織の発信と、2 種類ある気がするので、 

 

―― では、その 2 種類を書いて、 

 

―― 2 種類にしましょうか。専門家側は、 

 

―― 「専門家の発信」とか。 

 

―― そうですね。書いてしまいましょうか。（模造紙に書き込む） 

 

（F） あとはこれですね。〔情報を集約する組織を作る〕。これは方法論かな。 

 

―― これは専門家側と、両方に入るかもしれませんね。 

 

―― 「専門家の発信」がこの辺りですね。あとは〔正確性と分かりやすさに配慮〕。〔知

りたい質問にちゃんと答える〕。 

 

（総合 F） あと 5 分で発表していただきます。 

 

―― 特に聞きたい内容というのは、 
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（F） 比較するものがあると。 

 

―― この辺りが知りたい質問の具体例かなと思います。矢印を書きますね。「知りたい質

問」。 

 

―― なるほど。 

 

―― あと、 

 

―― 第三者のことを書きましょうか。〔情報を集約する組織〕とかですか。 

 

―― 受信側の意見って、あまりないのですね。 

 

―― 受信側は、意外とあると思いますけど。まあ、まずは第三者への期待を書こうかな

と思います。 

 

（F） こちらが受信側ですね。 

 

―― 「第三者組織」。（模造紙に書き込む） 

 

―― 〔勝手連〕もこの辺に入るのですか？ よく分からないのですけれども。 

 

―― 〔勝手連〕も「第三者」ですか？ 違いますか？ 

 

―― 勝手連は、 

 

―― これと勝手連が一緒ですか？ 

 

―― ああ、そうなんだ。 

 

―― あとはどうしましょう。「受信側」はこの辺ですね。 

 

―― 〔視点をそろえる〕。 

 

（F） それは発信側ですよね。 
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―― ん？ これは両方、全員が気をつける場ですよね。 

 もう「受信側」と書いてしまいますね。「受信側の姿勢」ですね。はい。（書き込む） 

 

（F） あと、これは方法ですね。 

 

―― 〔知識、情報力のある組織からまとめて発信〕というのは、「専門家の発信」という

よりは、 

 

（F） というか、これは「方法論」じゃないですか。 

 

―― これはそちらの方のご意見ですか。ここで大丈夫ですか？ 

 

―― ええ、いいんじゃないですか。 

 

―― あ、こちらは「方法論」ですよね。 

 

（サブ F） では、この付箋もここに移したほうがいいですね。 

 

―― じゃあ、「方法論」と書きましょうか。（書き込む） 

 

―― 〔インターネット〕も「方法論」ですよね。 

 

―― まとまりましたね。流石だなあ。 

 

―― まとめるのがうまいですね。 

 

―― 皆さんが今言った通りにやったので。 

 

―― 〔視点をそろえる〕は「方法論」ですか？ 

 

―― そうですね。「方法論」ですね。 

 

（F） 視点をそろえて議論するというのは、結論になるんじゃないかと思うのですが。そ

うでもないですか？ 
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―― これですか？ 結論のひとつでもあると思います。なんか、全体的に、全部結論と

いう気もします。 

 

―― ②は？ 

 

―― これはなくなったのですよ。 

 

―― ええ、時間がないからあきらめる。 

 

（総合 F） あと 1 分で共有します。 

 

（サブ F） あと 1 分ありますので、心残りがないように。 

 

（F） 発表者のお二人はよろしいですか？ 

 

―― これもやったんですよ、というのは見せなくていいのですか？ 

 

（F） 確かに、選ぶのは議論したのですけれども、時間がなくて。 

 

―― 今度は発表 3 分でしたっけ？ 短いですよね。 

 

（F） こちらだけで十分ですね。 

 

―― ですね。 

 

（総合 F） 答えの共有に関しては、A 班さんに先に発表していただきたいと思います。B

班さん、話し合いが終わったら、こちらに来てもらえますか。 

 

―― ここは、発信、受信関係なく、第三者という組織があったらいいなという話ですか？ 

 

―― 情報の発信と受信に第三者ってあるのですか？ 

 

―― これは「第三者組織の発信」ですよね。 

 

（サブ F） ファシリテーターさん、発表の確認をしていただいていいですか。皆さん、聞

いてください。 
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（F） 発表は 3 分です。選んだ、あるいは作った質問とまとめた回答を中心に発表しまし

ょう。ということで、3 分間でお願いします。 

 

（総合 F） ありがとうございます。順序として、A 班さんに先にやっていただきます。先

ほどと逆にしましょう。B 班さんは、A 班のほうに来ていただけますか。 

 

＜グループワーク 2 終了＞ 


