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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 

 

（サブ F） この後、質問のグルーピングをして答えを出すのと、もうひとつ、次回のテー

マ決めがあるので、（紙面の）3 分の 1 くらいは取っておきましょうか。1 枚でその 2 つを

やらないといけないのです。 

 

（F） バラバラですね。 

 

（サブ F） では、グルーピングをしていきましょう。 

 

（各自質問を読む） 

 

（F） この辺はお金の話ですね。 

 この辺は説明の仕方の話ですかね。これは説明するほうの話ですね。これは聞くほうの

話ですね。 

 責任体制とかはちょっと違う質問ですね。その他かな。 

 お金の話と。説明するほう、受けるほうの話と。その他。その他からどれかを選ばない

と。3 つ選べっていうことですよね。 

 多いのは、やはりお金の質問ですよね。（模造紙に直接）書いていいですか。 

 あとはなんだろう。透明性ですか？ 

 

―― うん、隠している。透明性。 

 

（F） まあ、受け取りとかの話、事実関係のような気もしますけどね。責任体制も透明性

に近いかな。組織の透明性とか、そういう話ですかね。 

 こういう分類でいいでしょうか。どうでしょうか？ 

 

―― そうですね。 

 

（F） これは優先順位をつけるんでしたっけ？ 

 

（サブ F） はい。グルーピングはこれでいいですか。では、こちら側は空けておきますね。

次のテーマがあるので。 
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 では、テーマごとに（マーカーで）囲ってもらっていいですか？ 

 

（F） それで、答えを用意するのですよね。 

 

（サブ F） その前に、もう 1 回、きちっと口頭で言ったほうがいいのではないでしょうか。

優先順位をつけて。 

 

（F） 質問を 4 つにカテゴライズしました。 

 一番多かったのは、説明するほう、されるほうの問題ですね。どうやって説明するのか、

どうやってカルティベイトするのか、そういう話ですね。 

 あとはお金の話。これは、透明性みたいな感じなのですかね。どうやって透明性を確保

するのか。いいのか悪いのか。そういう話です。 

 あとは、透明性。これは難しいと思いますけど、どうやって確保するのか。どうやった

ら信用を得られるのか、という話ですね。 

 

―― 透明性というのは、かなり漠然としたものですね。 

 

（F） 漠然としていますね。でも、どうやって担保するのかというゴールが求められてい

るのですよね。 

 

（サブ F） ですから、このグループの中でも、どの質問に答えるのか、あるいは 1 つにま

とめるとか、そういうふうにきっちりした質問にしないと、皆さんも答えを書けないです

よね。 

 

―― 何の透明性なのかっていうのを。 

 

（F） では、説明し直しましょう。 

 これは説明するほう、されるほうですけれども、それに対して、いろいろありますよね、

どうしようかな。まあ、説明するほう、されるほうをどうやって良くしていくのでしょう

か、という質問ではないでしょうか。皆さん、考えられる答えを用意してください。 

 

―― 「理解を皆したいのでしょうか？」という質問もありますね？ 

 

（サブ F） 質問も結構いろいろなのですよ、これをよく読むと。 

 

―― どう説明するか、と、誰が説明するのか、という話があるのかなと。 
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（F） これはされるほうの話ですね、どうやって良くするのか。これは受け取るほうをど

う改善すればいいのか、ということですよね。改善というのは言い方が悪いですが。これ

は具体的なご提案。これは、受け取る側がどう教育を受けていれば分かるのか。これはす

るほうの話でしょうか、ちゃんと正しい説明をしているのか。 

 

（サブ F） 質問をきちんと言葉にしないと答えられないので、1 つの質問を作ってもらっ

ていいですか。 

 

（F） ええ。説明するほう、されるほう、どちらでもいいのですけど、どうやって改善す

るのか、というご質問だと思います。 

 

（サブ F） それは少し漠然としていないですか？ 例えば、こちらにある「市民としてで

きることは？」とか、そういう具体的な質問にしないと答えが出せないので。 

 

（F） ここにあればなんでもいいんじゃないですか？ 市民でもいいし、教育をどう改善

するかでもいいし。なんでもいいと思うのですけど。 

 

―― 分かりやすい場をどうやって設けるかとか、そんな話ですかね。 

 

（F） だから、説明するほう、されるほうを、それぞれどう改善するのか。それに回答す

ればなんでもいいんじゃないですか？ いろんな質問もあるんだし。と思いますけど。 

 

（サブ F） では、どう改善するのか、ということですね。 

 こちらはどうしますか？ 

 

（F） お金の話ですね。 

 

―― これはもう、お金の流れというか。 

 

（F） 透明性ですか？ 

 

―― お金の透明性でしょうね。 

 

―― 「お金の透明性は検証できるのか？」。難しいですね。 
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―― ものを作る、もの自体のお金の流れもあるし。あとは助成金というのがよく言われ

ますよね。その助成金というのは、本当に原発とくっついているのか、ついていないのか。 

 

（F） それはついていますね。 

 

―― まあ、ついているとは思うのですけど、関係ないと捉えることもできるのですかね？ 

その辺りがよく分からないから、たぶん、検証できるの？ できないの？ という話にな

るのだと思います。 

 

―― これ（「お金とは電源三法のことか？」）だと、もう直の回答ですよね。 

 

―― でも、これ（電源三法）以外のものも結構盛られていたりするのですよね。地方税

とか。 

 

（サブ F） それが、答えですよね。「それ以外のものも含まれます」というのが、答えの

ひとつですよね。 

 この質問に対して、そういうふうに答えないといけないのですよ。 

 

―― ああ、そういうことですか。それ以外も含まれますと。 

 

―― お金の中身について言うのか、それともこれなのか。 

 

（サブ F） ですから、私たちの班の模造紙を見た結果、そこで答えが得られなくて、分か

らないから、ここに質問が来ている。その質問に対して、皆さんがこれから 3 つ挙げて答

えるということですね。 

 

（F） たぶん、うちの班は、なぜこうなのでしょうか（1 枚目）に対して、答え（2 枚目）

が対応していないから、質問されているのですよ。 

 でも、これはお金について言っているからあれですけど、透明性に近いのかな。お金の

問題、悪いことなのか。 

 

―― まあ、お金の流れですね、透明性と言っても。 

 

（サブ F） では、質問として、何という質問にまとめますか？ それに対して皆さんに今

から書いてもらわないといけないので、そろそろ時間がギリギリです。 
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（F） これではないでしょうか。「お金の透明性の検証できるのか？」に対して、答えを

用意すればいいのではないでしょうか。 

 

（サブ F） では、赤で囲みます。代表質問はそれにします。 

 

（F） あと、透明性については、これですよね。「どうやって確保するのか？」。何を言っ

ても信用されないから、どうやって確保するのか、ですね。 

 

（サブ F） では、それですね。（赤で囲む） 

 

（F） で、優先順なのですけど、これは私が決めていいのでしょうか？  

 

―― まあ、お金か、説明か。 

 

―― 何か書かなきゃならないとすると、「説明」についてももう少し絞ったほうがいいで

すよね。 

 

（サブ F） 代表質問を決めましょうか。 

 

―― そのほうが分かりやすいですね。 

 

―― そうですね。1 つに絞ったほうがいいですね。 

 

（F） これは、受け取る側の話が多いような気がします。 

 

―― 受け手として、どうしたらいいのかと。そういうことですかね。 

 

（サブ F） どれかひとつに決めましょう。 

 

（F） では、「市民としてできることは？」に対する答えにしてみましょう。 

 ①はこれに対する答えを用意してください。透明性はこれ。お金はこれ。あ、②と③は

つけていませんけど、どうしますか？ 

 

（サブ F） どちらが②でしょうか？ 

 

―― こちら（透明性）のほうが範囲として大きいですよね。 
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（F） ええ、重要そうな感じがしますよね。お金も透明性といえば透明性なので。これを

②にしていいですか？ 

 

―― はい。 

 

（サブ F） はい、決まりました。 

 

（F） 皆さん、ポストイットにお書きください。 

 

―― 問題が大きすぎて。「市民としてできることは？」に答えるということですか？ 

 

―― そうですね。市民として、どうやったら理解できるか、ですね。 

 

（記入中） 

 

―― これは 1 つについて 1 つ書くのですか？ 

 

（F） 1 枚でも 2 枚でもいいですけど、それぞれ書いていただくということですね。 

 

（サブ F） あと 2 分ほどです。 

 

（記入中） 

 

―― 難しすぎる。思い浮かばない。 

 

（サブ F） 思い浮かばなかったら、思い浮かぶものから書いてもいいですよ。 

 

―― でも難しいですね、確かに。 

 

（F） 時間制限もあるので、答えは、なかったらないでいいのではないでしょうか。①だ

けとか、②だけとか、それだけもいいと思います。 

 

（サブ F） 3 分経ちました。 

 

（F） あるいは、貼っていく途中で、追加で貼ってもいいと思うのですけど。 
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（記入中） 

 

（F） これ、時間区切っているんでしたっけ？ 

 

（サブ F） 区切っています。もう 3 分経ちましたよ。 

 

（F） では、できた方から貼っていただきましょうか。貼って、簡単に一言ご説明をお願

いします。 

 

―― ①ですけど、これはもう、中立的に聞いてもらうしかないなと。中立的に聞く姿勢

をもってもらうのがいいのかなと思いました。 

 ②ですけど、情報公開についてなのですが、原子力に特有の問題として、核不拡散に絡

むものは基本的に出せない。そういうものがあった上で、出せるものについては全部出し

ていますというようなことをちゃんと言っていくのが大事なのかなと。よく、黒塗りして

あるとか言うのですが、それは本当に出すと大変なことになることが書いてあるので、そ

ういうものもありますよということを分かってもらった上で、出してもらう。 

 お金の透明性については、たぶん検証可能なのですけど、すごく難しいと思います。最

近流行っている廃炉の積立金なんていっても、その仕組みを理解してもらうのはものすご

く難しいと思います。 

 

―― 利権が絡みますからね。だからイメージが悪くなるのだろうな。 

 

―― なので、検証はたぶん可能だと思います。 

 

（F） では、書けている方からお願いします。 

 

―― ①は、パブリックコメント方式みたいなものを導入して、知りたいことを集めて、

答えなければならない、そういう何かをしないといけないのではないだろうかと思いまし

た。 

 ②は、告発制度。独占禁止法じゃないけど、何かそういう性悪説を少し入れないといけ

ないのかなと。 

 ③は、都が東電に株式公開の質問状を出したとか、ああいうもっといろいろなものをや

っていかないとしょうがないのかなと。 

 

―― できることはやるべきだと。そうですね。 
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―― 強制的な制度がないと。それに対して、反論があるなら反論をはっきり出せばいい

けど。今はあいまいな形ばかりだから。 

 

―― そうですね。 

 

（F） では、次の方。 

 

―― 説明を受けるほうの話だと思うのですが、興味が持てるような解説・解説者が必要

だと。その育成ですね。 

 ②は、迅速で正確な情報開示を心がけるしかない。先ほど話がありましたように出せる

もの、出せないものはあるけれども、極力早く、遅れることなく出す。 

 ③は、難しいなと。 

 

（サブ F） （③に対して）検証は困難。 

 

―― ええ。なかなか。だから負のイメージがあるんじゃないか、ということですね。 

 

―― まあ、国の予算は、基金だなんだとか、予算だけじゃないですからね。 

 

―― だけじゃないですからね。 

 

（F） そちらの方、書けましたか？ では、貼っていただいてよろしいですか。 

 

―― ①は、情報を積極的に受けられる仕組みを作る。 

 

（総合 F） ファシリテーターの皆さん、あと 10 分です。そろそろ次回のテーマ案に話を

進めてください。いくつ出ても構いませんが、優先順位をつけていただければと思います。 

 

―― あと、これは②と③が絡んじゃっているのですけれども。 

 

（サブ F） では、もう 1 枚（同じものを）私が書きます。 

 

―― 透明性に関しても、お金に関しても、第三者機関を設立して、それで監査したほう

がいいんじゃないかなと。 
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（F） では、次の方、お願いします。 

 

―― 全然ろくな答えが出てこなくて。①は、関心をもって自分で判断すること。ただ、

それだけだとどうせやらないので、コストについての情報を出してもらうのは必要だと思

うのですけど、原子力だけで考えるから分かりにくい部分があって、エネルギー問題を解

決するには、という中で、原子力という選択肢をどう考えるのか。そういうのがたぶん必

要だと思うのですね。他のエネルギーと比べた中で、原子力は残すべきなのか、どうなの

か。そういうことを考えなくてはいけない。 

 まあいずれにしても、コスト面から考えてみると、もう少し具体的に理解できるかも、

ということです。 

 

（F） それは、メリットも含めてということですか？ メリット、デメリットということ

ですか？ 

 

―― ああ、そうです。メリット、デメリット両方ともですね。 

 あと、②と③は皆さんの意見でなるほどなと思ったので、そこに私も乗っかる形にした

いのですけど、いいですか？ 

 ②は、告発制度の導入は確かにその通りだなと思いました。そこは私も賛成です。 

 

（F） 今でも、法人としては、法令違反に関しては保護されるというのはありますよね。

原子力についてはそれ以上のものを、ということですね？ たぶんそういう認識かなと思

うのですけど。 

 

―― あとは、ここに関しても、公開制度というか、ちゃんと表にすべて出さなくちゃい

けない。法律的な抜け道があるのかないのかもよく分からないのですけれども、ちゃんと

出しなさいということなのでしょうね。質問に対してはちゃんと答える。コミュニケーシ

ョンをきっちりと果たしていただくということになるのかなと。すみませんが、自分の意

見は出せませんでした。 

 

（F） 最後に私。 

 ①は教育でしょうね。中学校くらいで教育をある程度しないといけない。原子力は、少

し前まで 3 割くらい国のエネルギーをまかなっていたのに、全く教育がされていない、と

いうのは原子力学会でもよく言われているので。どこまで教えるかというのはありますけ

ど、そういうベースは必要だろう。 

 透明性については、やはり法令でしょうね。モラルを語ってもしょうがないので、法律

で決めないと駄目ですよね。 
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 実は③も同じで、法令だと思うのですよ。逆に、法令にないことを求めるのは法治国家

として間違っているので、法律、法令、その辺で縛るしかないかなと思いました。 

 皆さん出そろったので、ええと、どうするんでしたっけ？ 

 

（サブ F） そろそろ、次回のテーマに。 

 

（F） これは優先順位を決めるのでしたっけ？ 

 

（サブ F） 意見交換はたぶんできないですよね。回答をまとめると。 

 

（F） ああ、そうですか。ええと、①は何でしょう？ 

 

（サブ F） 具体的にこういうものも出ていますよね。 

 

（F） パブリックコメント。どこに対して求めるのか、というのもあるような気がします

ね。 

 私は、こういうご意見、自らやるようなメカニズムを何か作ることが重要だと思うので

すけどね。強制してもなかなかできないし。このご意見も近いのですけど。 

 

―― これ（教育）もつながってくるのですよね、そうしたら。 

 

（F） （教育は）反対が多いと思いますけど。 

 

―― いや、なんていうんですかね、埋め込みとか洗脳とかになると、ちょっとそれはま

ずいって話ですが。 

 

（F） まあ、ベースを与えた上で、興味を持ってもらう仕組みですよね。黙っていると、

マスコミの情報ばかりになってしまうので、ということかなと思います。では、この辺と、

こんな感じですか（付箋を囲む）。 

 

―― じゃあ、次回は、どのように興味を持ってもらえるかを話し合うとか。 

 

（F） それもひとつの案ですね。 

 

―― 判断基準がないから判断できないんですよね。 
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（F） ②は、告発制度っていうのはいいと思いますね。やはり、法令に基づく必要はある

と思います。 

 

―― そうですね。 

 

（F） あとは、出せないところがあるのも理解してほしいということ。ここは専門家の説

明不足ですよね。だから叩かれちゃう。 

 

―― 法令というお話がありましたが、何の法令ですか？ 

 

（F） なんでもいいのですけど。逆に、法令にないことを求めてはいけないと私は思うの

ですよ。透明性を確保するためであっても。 

 

―― 特許法などでも、原子力のあれは特許で出せないとか、非公開になっているでしょ

う。 

 

（F） でも、特許は、権利を確保していれば出していいはずですよね。 

 

―― いや、核兵器と核の問題の特許は出していないと思いますよ。 

 

―― 法令のことを言いだすと、今の仕組みが間違っているみたいな誤解を与えるような

気がするのですけど。今でもちゃんと法令に則って説明はできているはずですから。 

 

（F） 私が言いたいのは、それ以上のことを求めるなら、法令化しないと駄目だというこ

とです。 

 

（サブ F） 新しい法令を作るということですか？ 

 

（F） 法令以上のことをやりたいなら。やりたくないならいらないし。根拠もなしにただ

公開を求めるのは間違っていると思うのですよ。 

 だから、こういうことでしょうか。商法を利用する。これしか今はできないわけですよ。

これは正しいことだと思うのですけど。 

 

（サブ F） ③お金はどうしますか？ 

 

（F） お金は、これ（商法の公開制度改訂）は重要ですよね。法令に基づいてできること
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をやるのは重要だと思います。あとは、「難しい」っていうのはあると思うのですけど、そ

れだと答えにならないから。案として、第三者機関というのはいいと思いますね。あまり

具体的じゃないかもしれないですけど。 

 で、次回のテーマというのは、これに基づいてやるのですか？ 

 

（サブ F） 基づくのではなくて、ここまでの、前回と今回とを全部総合して、希望するも

のを書くということです。では、1 分で書きましょう。 

 

（F） では皆さん、手元のポストイットに、次回何を議論するか、案をお書きください。

大きなくくりは、なんでしたっけ、前回今回の知見にこう、 

 

―― その文脈には則ったほうが当然いいわけですよね？ 

 

（F） 則らないと駄目なのですか？ 

 

（サブ F） 絶対に駄目ということはないです。 

 

（F） 突拍子もない意見を歓迎するんじゃなかったでしたっけ？ 

 

―― （笑）大丈夫だと思います。私もだんだん突拍子もないことを書きそうになってき

た。 

 

（サブ F） では、皆さん、書きましょう。 

 

（総合 F） あと 2 分ですので、次回のテーマを出して、優先順位を決めていただければと

思います。 

 

―― ゆるキャラのデザインとか。 

 

（サブ F） そうです。そういうことをお書きください。今のご意見は、書きとめましょう

か。 

 

（F） ゆるキャラって、でも、発電所には結構いるんですよ。 

 

―― 知らない（笑）。 
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（F） 知られていないけど、いるんですよ。敦賀のアンコウとか、結構いるんですよ。 

 

（サブ F） 次回、皆で新しいゆるキャラをデザインすると。 

 

（F） それって重要ですよね。PA ですよね。パブリック・アクセプタンスは昔からよく

言われていますので。 

 

（サブ F） あと 2 分だそうです。では、できたら 1 個ずつ貼ってもらいましょうか。 

 

（F） では、皆さん貼ってください。 

 

（サブ F） 1 人ずつ言いながら貼ってください。 

 

―― では、貼ってしまったので。どんな教育をしたらいいのかを話し合えばいいと思い

ます。 

 

（サブ F） 原子力の教育法ですね。 

 

―― 私も同じです。 

 

―― 私は、エネルギー計画と原子力の関係。今見直されているから、本当に原子力が必

要なのか。どれだけ必要か。専門家として何の情報を持っているのか。 

 

（F） 日本として、ということですね。 

 

―― そうですね。 

 

―― あ、私も貼っていいですか。（似たようなテーマ案なので） 

 

―― というのは、原子力が必要というのは、前の中期計画だったら位置づけがはっきり

していた。それが今、専門家と言われる方は、どういう情報を持っていて、自分の仕事が

必要だと思っているのか。 

 

（サブ F） では、専門家からの情報提供ということですね？ 

 

（F） あとは、原子力のメリットも含めて議論しましょう、メリット・デメリットという
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ことじゃないですか？ 

 

―― それを求めないと、いるいらないは判断できないので。 

 

―― そのために、科学交渉力があるとかないとか。その辺りで（専門家が）どんな情報

をお持ちなのか。 

 

（総合 F） ありがとうございます。時間になりましたので、各班から質問の答えと、次回

のテーマを発表していただきます。 

 

（F） すみません、皆さん、貼ってください。 

 

（サブ F） 一言言いながら貼ってください。 

 

―― これは教育みたいなものですけど、わかりやすい説明と、説明の場の設定の仕方、

でしょうね。 

 

（F） それもありますね。その辺に関係するのですけど、市民が情報を受け取りやすい環

境づくり。 

 

（サブ F） 例えばどういうものですか？ もう少し具体的にお願いします。 

 

（F） いや、だからさっきと一緒ですよ。教育することとか、なんでもいいのですけど。

疑問に思った人が、なんでも情報を受け取りにいけるシステム。 

 

―― 職安みたいな。原子力館とか。 

 

（F） ああ、それに近いですね。パブコメなんて、まさにそうなので。 

 

―― 渋谷に前は東電の電力館があって。 

 

―― 閉まっちゃいましたね。 

 

（F） これに優先順位をつけないといけないのですけど、どうでしょうと言われても困り

ますよね。 

 教育がやはり重要かな、というのはひとつありますね。 
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（サブ F） これは 4 つのカテゴライズですね。 

 

（F） そうですね。これは教育。 

 あとは、エネルギー問題の全体像みたいな感じ。 

 

―― ちょっと広げすぎなのかな。 

 

―― 教育するにしても、 

 

（サブ F） すみません、もう発表が始まりますので、移動してください。 

 

＜終了＞ 


