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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） ではグルーピングですね。これ（貼ってある位置）は考えなくていいのですよね？ 

 

（サブ F） はい。この中から代表質問を選ぶので、とりあえずグルーピングをしましょう。 

 

（F） 「マスコミは事実を報道していないのでは」。 

 

―― 対応している付箋を 1 回こちらに持ってきてもいいですか？ 

 

―― いいですね。流石ですね。 

 

（F） この質問は、全然（話し合った）覚えがないのですけど、何ですかね？ 

 

（サブ F） （番号を）言ってください。 

 

―― 22 番、45 番、46 番。 

 

―― 46 番、あとはカ。 

 

―― 「勉強時間」か。 

 

（サブ F） あ、これはいいですね？ そのままですね。 

 

（F） そうですね。 

 

―― あとは 17 番。 

 

（F） 17 番？ これは 13 番と書いてあるのでしょうか？ 

 

（サブ F） 17、13 他、ですね。「『正確さ』『分かりやすさ』『手間（勉強時間）』全てを満

足するのは無理。落としどころは？」と書いてあります。 

 同じような質問を集めてみましょうか。 
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（F） はい。グルーピングですね。 

 

―― 「あゆみ」って何の話ですか？ 

 

（サブ F） 「政策の変化の歩みが遅い」という付箋に対する質問だと思います。 

 

（F） 大きく分けると、壁を作っている側と、解決策という感じでしょうか。低くすると

か。で、これはこちらですよね。これはどちらにでもなる。これは解決策になるのかな。

これは悪さをしているほうですね。これはこちらのほうになるかもしれないですね。これ

はどうでしょうか？ 

 

―― この質問は、ベースになったのはこの付箋です。 

 

（F） これは、壁を作っているほうですよね。 

 

（サブ F） グループにできなかったら、できなくても構わないですよ。この中から代表質

問を 2 つ選びます。重要と思うものを選んでください。 

 

（F） あ、直書きですね。 

 

（サブ F） まずは選ばないといけないのですね。どれにするか。 

 

（F） やはりこれがいいのではないでしょうか。「壁を低くするには？」。壁はなくならな

いですよね。C 班の話にもあったように。 

 

―― 絶対なくならないですよ。 

 

（F） 意識するかどうかですよね。 

 

―― なくすのではなくて、認識するのですよ。 

 

（F） 「壁を低くするには？」は、何か書けそうですね。では、とりあえずこちらにして

おきます。 

 こちらはどうしましょうか。なんか、いい言葉がないですね。 
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―― 私としては、「マスコミ」の話と、「歩みが遅い」がいいですね。前に進まない。前

に進めて頂戴ということ。 

 

―― この付箋ですか？ 

 

（F） 質問にするのですよね。質問に対して回答しなければいけないのですよね。 

 

―― ああ、そうか。 

 「歩みが遅い」の内容は、制度改革です。 

 

―― 自分たちで重要だと思うテーマを選べばいいということですね？ 

 

（サブ F） そうです。 

 

―― で、1 つは壁を低くする話ですよね。 

 残りが、不信感の話と、「元から壁はあるか」はこの辺りだから、 

 

（サブ F） なら、これは「壁を低くするには？」のグループの中に入れておけばいいので

はないですか？ 

 

（F） いや、場合によってはこちらでもいいと思うのです。 

 

（サブ F） 別の質問グループということですか？ 

 

（F） ええ。壁は元々あったのか、ありました、その増長要因はこうです、と書くという

のはあると思うのです。 

 

（サブ F） 難しそうな質問は「その他」に出してしまいますか？ 

 

（F） そうですね。 

 

―― 消去法にしてしまいますか？ 

 

―― マスコミ関係の質問が多いですね。 

 

―― やはり皆さん感じているのですね。 
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―― この「中期とは？」というのは、用語の問題になっているから、特に代表させる話

ではないですよね。これも「歩みが遅い」の例示をしてくれということだから、言葉の話

でしょう。 

 

（F） マスコミの話は一旦「その他」にしますか？ マスコミがどうにかなるかというと、

ならないですからね。 

 

―― そうですよね。専門家がマスコミのことを言うと、また倍返しで叩いてきますから

ね。 

 

―― 共通言語の話はどうしますか？ 

 

（F） 共通言語は作れないと思うなあ。 

 やはり、「元から壁はあったか」が残る質問だと思うのですが、どうでしょうか？ 福島

第一以前にも、私は壁があったと思うのですよ。大変な壁になってしまっただけで。 

 

―― 壁は元々あって、意識していなかったのに、意識するようになったと。 

 

（F） ええ。人数も強さも。 

 

―― でも、そうすると、2 つとも似たような質問になりますけど。 

 

（F） それでもいいんじゃないですか。今日は壁がテーマですよね。「元々壁はあったの

ですか？」、それから、「その壁を低くするにはどうしたらいいのですか？」。どうでしょう

か？ 

 

（サブ F） では、マスコミの話はいいのですか？ 

 

（F） ええ。 

 ええと、これは青色で書くのですか？ 

 

（サブ F） どれか決めていただけますか。で、その他の付箋はこちらに移します。そして、

そこに代表質問を直書きします。 

 

（F） 直書きですよね。このまま書いてみますか？ 
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（サブ F） どれですか？ 

 

（F） では、こちらはとりあえず書いてしまいますね。 

 

―― ①のほうが、優先度が高いということですよね？ 

 

（サブ F） そうです。 

 

（F） あ、そうなのですか。まあ、順序からして、いきなり「低くするには？」よりも、

「元から壁はあったか？」でいいですか？ タイトルらしく、「元々壁はあったか？」にし

ますか？ 

 

（サブ F） タイトルは皆さんで考えてください。付箋に書いてあるものそのままでなくて

もいいです。 

 

（F） どうしましょうか？ 

 

―― では、池上的に、「壁はあった」。 

 

（F） いや、質問を書かないといけないのですよ。質問を書いて答えを書かないと。「元

からあったか」がいいんじゃないですか？ 

 

（サブ F） すみません、この辺りに残っている質問は、同じグループのものではないので

すね？ 「その他」に移していいですか？ 

 

（F） はい。 

 

（サブ F） マスコミの話もいいですか？ 

 

（F） はい。必要だったらまた復帰させますから。 

 

―― この質問は、でも、ここと似ているような気もするから。 

 

（F） すみません、私は字が小さいので、書いてもらっていいですか。 
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（サブ F） 何と書きますか？ 

 

（F） 「元々壁はあったのか？」。 

 

（サブ F） 「元々」は要りますか？ 

 

（F） はい。元からあったのか。2 行目に書かれている「今回なかったか」はちょっと意

味が分からないですけれども、「元から壁はあったのか」ということですから。 

 

（サブ F） 「元から」、「以前から」ですかね。（代表質問①を書き込む） 

 

（F） ②はこのまま「壁を低くするには？」でいきますか。いいですか？ 

 

―― はい。 

 

（サブ F） では、時間がないから、それに対する回答を書き始めたほうがよくないですか？ 

 ②は、「壁を低くするには？」ですか？ 「低くするにはどうしたらいいか」。 

 

（F） 「には？」でいいと思うのですけど。 

 

（サブ F） では、①、②の回答を書いてください。最初は①です。こちらだけです。3 分

でお願いします。 

 

（F） はい。では、①に対する回答を、皆さん、先にお願いします。 

 

（サブ F） ②は、「なくすには？」ではなくて、「低くするには？」でいいのですか？ 

 

（F） 「低くするには？」です。なくならないという認識です。 

 

（記入中） 

 

（F） それぞれどんどん貼っていって、手書きで解答するのですよね？ 

 

（サブ F） いや、発言しながら貼っていきますから、手元に置いておいてください。 

 

（F） 「壁を低くするには？」は、先ほど散々書いてありましたよね。剥がしてきて使っ



 - 7 - 

てもいいのですか？ 

 

（サブ F） いえ、同じ文章でいいので、書いてください。 

 

（記入中） 

 

（サブ F） 3 分経ちました。 

 

（F） はい。質問の回答を順番に読み上げながら、模造紙に貼っていきます、ということ

で、順にお願いします。 

 

―― はい。発電所などの地域住民の方にはあったと思う。 

 でも、私のようにちょっと遠方に住んでいると、意識していない。 

 

―― 具体的ですね。私の回答は全然具体性がなくて。すみません。 

 

（F） では、次の方、お願いします。 

 

―― まず、壁を認識する。 

 それから、人の違いを知る。 

 

（F） では、そちらの方。 

 

―― はい。まず、壁の存在すら知らなかったのではないか。 

 それから、今回の事故で初めて国の原子力政策を知ったのではないか。 

 また、放射線というものの意味が分かっていたのかなと。そういうことです。 

 

（F） では、私のほうから。壁は以前からあった。マスコミの不適切な活動も増長要因で

す。 

 それから、これは微妙ですけれども、共通言語は難しいでしょうと。でも、平易な言い

回し、努力は必要でしょうと。こちらのほうは以上ですね。 

 あ、すみません、そちらの方を忘れていました。 

 

―― はい。3.11 以前から壁はあったけれども、意識する機会がなかったと。 

 なぜかというと、自分の生活に直接関係しないので、意識する必要がなかった。 

 そして、分かろうと思ったから、初めて壁があったことに気づきました、ということ。 
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 あと、壁を感じるというのは、もしかしたら相互理解へのひとつのきっかけではないか

と思います。 

 

（F） ああ、確かにそうですね。 

 

（サブ F） では、次に行きましょう。 

 

（F） 出てきた回答を分類したり、話し合ったりしながら、まとめていきましょうと。先

ほどと同じようなことですね。グルーピングみたいなことですかね。 

 ええと、あったという意見と、なかったという意見がありますね。あったはあったでま

とめてみますか。 

 

（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。 

 

―― でも、私の意見は、「壁はあったけど」というのが付け加わるのですけれども。あっ

たけど、認識したことはなかったと。 

 

（F） ああ。あとで考えるとあったと。ずっとあったと。 

 

―― これと似ているのでしょうか。 

 

―― そういうことですね。 

 

（F） これもそうなのでしょうか。〔遠方に住んでいると意識していない〕。難しいですね。

〔放射線の存在を一般は知らなかった〕。これはちょっとペンディングしておきますか。 

 〔人の違いを知る〕というのはどういう意味ですか？ 

 

―― 元々、生まれたときから人は違います。 

 

（F） で、それと壁との関係は？ 

 

―― 〔壁の認識〕ですか？ 壁はいわゆるこちらの壁でしょう？ 原子力の壁でしょう。 

 〔人の違いを知る〕はもっと大きく、人は違いますよということです。少し宗教的かも

しれませんが。 

 

（F） 考えが違うのは当たり前だということですか？ 
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―― そういうことです。 

 

（サブ F） 今やっている作業は、質問に対しての回答ですからね？ 

 

（F） どうしましょうか。以前から壁はあったのか。「あった」ということですか？ 人

が違えば考えが違うのは当たり前だということで、「あった」ということですね。 

 そうすると、そもそも存在論みたいな、あったか、ないかという話と、意識したかどう

かという話ですよね。ええと、まったくなかったという人はいないということでしょうか。

以前から壁はあったと。 

 

―― でも、私は、原子力にお勤めしているとか、ムラとか、そういうのは全然壁と思っ

ていませんでしたけどね。働いている人とどこが違うのか。専門職は、それはひとつの職

業として成り立っているだけで、何が違うとか、そういうところまであまり掘り下げて考

えたことがないので、壁すら感じていない。 

 

（F） ええ。そういう人は結構多いと思いますよ。ただ、以前から壁があったかと改めて

問われると、あったのではないかと。 

 

―― ああ。 

 

―― 基本的には人間というのは違いがあるのは当たり前だという前提であって。 

 

（F） そうですね。C 班の発表もそうでしたね。専門家の中だってそうです。 

 

―― 福島に限って言えば、あの近辺の人は、東北の場合は特にそうなのですけど、違い

をものすごく知っているのです。 

 

（F） これはどのくらいの文章表現にするのですか？ 何字くらい？ 

 

（サブ F） 長くても短くても結構です。複数あっても構いません。 

 

（F） どの辺に書けばいいのですか？ 

 

（サブ F） ここの空いているところにお願いします。 
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（F） では、私の考えを述べさせていただきます。壁は、以前からありましたが、その壁

を意識する程度については、自分との関わり合いとの関連などで、差があったと。そんな

ことでいいですか？ では、書いていただいていいですか？ 

 

―― これを突き詰めていくと、結局今の状況というのは、市民のほうに原因があったの

か、専門家のほうに原因があったのかが見えてくるのではないですか？ 

 

（F） すみません、時間がないので、こちらに行きます。壁を低くするにはどうすればい

いか。これは割とたくさんありましたよね。 

 

―― 元々こちら（グループワーク 1 の議論）にあるので。 

 

（F） では、こちらの方から。まだ書いていないですか？ では、書いてある方から。 

 じゃあ私から。市民の不安を低減させる。 

 

（サブ F） いや、まだ皆さん書いていないので、書いてもらってからのほうがよくないで

すか？ 

 

（F） では、3 分程度でお願いします。 

 

（記入中） 

 

（サブ F） 先ほどおっしゃっていた①の回答を、メモしてもらってもいいですか？ ここ

に大きく書きますから。 

 

（F） ああ、はい。 

 

（記入中） 

 

（F） ええと、ぼちぼちよろしいですか。お願いします。 

 

―― 正しい情報を発信してもらいたいと思います。 

 今現在分かっていることを説明してほしい。分からないことは分からないと言ってほし

いということです。 

 

（F） 特に正しい情報ですね。 
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―― そうですね。 

 

（F） では、次の方。 

 

―― 私は、初心に戻って、今やっているような小さいグループワークを、少し時間はか

かるかもしれないけれども、もう 1 回最初からやり直す。 

 それから、やはり人としての受容ですね。例えば、福島にすれば、もう違いが完全に分

かっているので、どちらを受け入れたいのかというのははっきりしていると思うのですけ

ど。 

 それから、壁をなくす努力をする。行動する。動く。 

 

（F） 個人が、ということですか？ 

 

―― いや、個人も集団も両方です。 

 

（F） では、次の方、お願いします。 

 

―― 似ていますけれども、特に専門家の方は、分からないことをはっきりと分からない

と言いましょうということです。 

 それから、特に市民の方は感情的になる方も多いので、ならないようにということ。 

 プレゼンがうまい方の、専門家の育成をやっていかなければいけないのではないか。 

 

（F） ああ、いいですね。では、次の方。 

 

―― はい。まず、お互いが同じ事柄をイメージできる言葉を使って話し合う。どこかな。 

 それと、相手の立場に対して、想像力をできるだけはたらかせて会話をする。 

 

（F） では私のほうからも。やはり市民の不安を低減させることが信用の回復だというこ

とです。 

 これは特にそうなのですけれども、共通言語というのは無理だと思うのですけれども、

平易な言い回しをする努力を専門家はしなければいけないと。 

 ということで、またグルーピングをお願いします。ええと、プレゼンテクニックはここ

でしょうか。相手の立場。分からないことを分からないとはっきり言う。 

 

（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
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はそのままテーブルに置いておいてください。 

 

―― 信頼の回復はここですか。 

 〔人としての受容〕は、 

 

―― ここと似ているのですよね。 

 

（F） うん。ここと似ていますね。 

 

―― 市民が感情的になっているというのは、市民は違いが分かっているのに、それを受

け入れないからイライラしているのですよ。 

 

（F） 時間はあとどのくらいですか？ 

 

（サブ F） 4 分くらいです。 

 

―― 専門家の方、どちらか、発表のお手伝いしていただけませんか？ パートナーがい

ないので。 

 

（F） ああ。 

 

（サブ F） ここの回答を考えないといけません。 

 

―― これをまとめるのですね。 

 

（少し沈黙） 

 

―― 努力をしましょう。初心に戻りましょう。受け入れましょう。情報発信しましょう。 

 

―― 「分かりやすい言葉で情報を発信する」。 

 

―― ああ。 

 

（サブ F） これは要するに市民にとって分かりやすい言葉という意味ですよね。 

 

―― 「市民にとって分かりやすい言葉で情報を発信する」。 
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（F） メモっておきましょうか。 

 

（サブ F） それだけでいいですか？ 

 あとは、受け入れるとおっしゃいましたよね。 

 

―― 受け入れるのは、でも、お互いに受け入れないと。 

 

（サブ F） お互いが受容する？ ただ、そうは言っても、何もしなければできないですよ

ね。 

 

―― 共通言語で正しい情報を発信していく中で、お互いが相手を受け入れようという気

持ちを持った上でやらないと、低くならないということですよね。たぶん、言い合うだけ

では分かり合えない。相手がどう思ってくれるだろうというのを常にイメージしないと。 

 

―― これをやるしかないのではないでしょうか。 

 

（サブ F） 相手を受容する気持ちを持たないといけないということですね。 

 では、まとめた回答を発表して、皆さんの了解を得ていただけますか。 

 

（F） ちょっと待ってくださいね。（しばらく考える） 

 では、こんなことでどうでしょうというのを読みますけど、 

 

―― こちらの方みたいなプレゼンテーターだったらすごく分かるのですけど、 

 

（サブ F） ファシリテーターさんの話を聞いていただいていいですか。 

 

（F） よろしいですか。まずは、相互の立場を受容する気持ちを大切にということ。2 番

が、市民に分かりやすい言葉で正確な情報を発信する。そして、そういったことを通じて、

不安が低減されて、信用が回復されるのではないですかと。 

 

（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。 

 

―― そうだと思います。 
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（サブ F） 発表はどうしますか？ 

 

―― 私が、「以前から壁はあったのか」のほうを発表します。 

 

―― 私が②を発表します。 

 

（サブ F） お願いします。では、もう合図を送っていいですか？ 

 

（総合 F） 準備ができたところは合図をお願いします。はい、A 班さんの手が挙がりまし

た。 

 

＜グループワーク 2 終了＞ 


