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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） 発表者はどなたですか？ はい。それを意識して、進めたほうがよろしいかと

思います。 

 

（F） 質問を貼ってもらっているわけですけれども、まずは見てみて、グルーピングをし

ます。 

 

（サブ F） 番号がついておりますので、動かしていただけますか。例えば、これとこれは

同じ番号ですよね。 

 

―― 他は同じ番号はないですね。 

 

（サブ F） あとは皆違うのか。読み上げてみますか？ 

 

（F） そうですね。69 番、「判断基準とは価値判断のこと？」。 

 

（サブ F） 〔判断基準について納得するかしないか〕に対する質問です。 

 

（F） グルーピングですよね。どれに近いか。 

 

（サブ F） まずは置いておきましょう。順番にどんどん読んでください。 

 

（F） 次は、「危機感の差はどうすれば解決できる？ または解決すべきものか？」。危機

感は、 

 

―― まあ、まずは置いておきましょう。 

 

（サブ F） 〔危機感の感じ方に差がある〕に対する質問です。 

 

（F） 71 番、「感情で判断していないか？」。 

 

―― いや、「判断してはいけないか？」です。 
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（サブ F） 〔市民は感情で判断する場合がある〕に対する質問です。 

 

（F） 次は、 

 

―― これは、〔42 設計は安全 は納得できる〕の意味を教えてください、というもので

すね。 

 

―― ああ、もう少し詳しく教えてくれと。 

 

（F） グルーピングは、ああ、これは同じですね。 

 

（サブ F） まずは質問を読んで確認しないといけないから、全部読みましょう。 

 

（F） 45 番、「なぜ原子力に良い印象を持っている人が少ないのでしょうか？」。どこに

近いでしょうか。 

 

（サブ F） まずは置いてください。 

 

―― 「『壁』と信頼は無縁ですか？」。 

 

（F） 「『壁』と信頼は無縁ですか？」。GW1-2 とありますが、 

 

（サブ F） これは、番号が書けなかったのです。書いた方が、2 枚目全体に対する質問だ

とおっしゃっていました。 

 

（F） 41 番、「絶対安全とは何か？ 市民と専門家の意見に差があったのか？」。 

 

―― 〔絶対安全はない〕に対する質問ですね。これもちょっと別にしておきましょう。 

 

（F） これに近いような。 

 55 番、これは 2 つあります。「小さな壁が原子力の壁に与える影響は何？」。もうひとつ

は、「壁は 1 つではない、何個もある？」。 

 

―― 複数あるか？ ということですね。 
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（サブ F） その方は、この意見を見たのですよ。 

 

（F） どこにこれを分類しましょうか。「壁」に関するものと、なんか、こちらの危機と

か、 

 

（サブ F） 最後にこの質問を読んでおいたほうがいいですね。 

 

（F） 12 番、「“もう少し”とはどの程度？」。 

 

―― 市民にも勉強してもらいたい。じゃあどのくらい勉強したらいいのか、ということ

ですね。 

 

（F） なるほど。それはこれと同じですね。 

 で、重要だと思うものは何か。前回は投票のシールがあったと思うのですけれども、今

日は、 

 

―― この中から重要な質問を 2 つ選ぶ？ 

 

（サブ F） そして、それに対する答えを書いていくことになります。 

 

―― 例えば、これが質問ですね。そうすると、ここに答えを書くと。 

 

（サブ F） そうです。 

 

―― この中で、皆さんが重要だと思うものを、 

 

（サブ F） 2 つ選びます。では、ファシリテーターさん、進めてください。 

 

（F） ①は、55 番と 41 番の 2 つなので、どちらかに投票ということだと思うのですけれ

ども。 

 

（サブ F） 貼られている位置に意味はありませんので、全体の中から 2 つ選ぶことになり

ます。皆さんにご意見を聞いたほうがいいのではないでしょうか。 

 

―― 1 人 2 票ですか？ 
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（F） そうしたら、先ほどは右回りしたので、左回りで。 

 

―― 結構質問がワサワサありますけれども。 

 

（サブ F） 大事な質問と思うものを選んでください。 

 

―― 大事な質問か。壁に関して大事な質問か、という観点で選んでいいのでしょうか。 

 

―― これとこれは同じ質問ですよね。 

 

―― そうですね。 

 

―― 個人的には、この辺の話は聞いてみたいですね。感情で判断していいのか、悪いの

かという質問。 

 

―― 投票って、付箋に書きこんでいいのですか？ 

 

（サブ F） そうですね。ぜひ書いてください。 

 

―― では、1 票。 

 あともう 1 つですか。ええと、難しいですね。 

 

（サブ F） では、皆さんでそれぞれ考えて、正の字で書きますか？ 時間がもったいない

ので。質問を選ぶ時間は、あと 4 分程度です。それぞれ書いてしまいましょう。 

 

―― 2 票をどこかに入れるということですか？ 

 

（サブ F） 2 票を入れてください。シールと同じように。 

 

（各自が考えて、正の字を書きこむ） 

 

（サブ F） 出された質問そのものではなくて、これとこれを組み合わせるとか、そういう

のもありです。 

 

（F） とりあえず投票していますが、まあ、意見があったらまた言ってもらえればと思い

ます。 
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（サブ F） 1 分経ちました。 

 

（各自が考えて、票を入れる） 

 

―― 全員投票しましたか？ 

 

（F） では、多数決ということで、67 番と 71 番。 

 

―― そうすると、どれが①でどれが②ですか？ 

 

（サブ F） ①、②の優先順位をつけてください。 

 

―― こちらが①ですね？ 

 

―― 67 番は 4 票です。 

 

―― では、67 番が①。素晴らしい。分かりやすい。 

 他の質問はもう外していいのですか？ 

 

（サブ F） この点線の下に移してください。 

 

（F） グルーピングして、2 つ選んで、次は？ 

 

（サブ F） 今、代表質問が決まりましたね。そうしたら、ここに直書きで書いてもらいた

いのです。言葉をここにちゃんと書いていただきたいのですけれども。 

 

―― そちらの方が近いので、書いてもらえますか。 

 

―― こちらは私が書きましょうか。 

 

（代表質問を記入） 

 

―― 一応番号も書いておきましょうか。 

 

―― ああ、そうですね。 
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（サブ F） では、座っていただいて。3 番を読んでもらってもいいですか。 

 

（F） 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、などの場合は、キーワードを書きましょう。 

 

（サブ F） では、スタートです。 

 

（記入中） 

 

（サブ F） あと 1 分程度です。たくさん書いてください。 

 

（記入中） 

 

―― ここ（②）も書くのですね？ 

 

（サブ F） まずは①の質問についてです。 

 

（記入中） 

 

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

答が出ているか、皆で確認しましょう。先ほどはこちらからお願いしましたが、 

 

―― あ、私からですか。 

 ええと、「どうすれば解決できるか」という話と、「解決すべきものか」という 2 つの質

問があるので、まず、「どうすれば解決できるか」については、危険度の指標になるものを

提示して、それに納得すれば、この値はこの指標の中のここだから、危険、危険でないと

いう判断できるのかなと思いました。 

 「解決すべきものか」については、解決すべきだと思っています。なぜかというと、こ

の危機感の差が壁の要因になっているから、これが解決しないとなかなかできないのかな

と思いました。 

 あとは、「どうすれば解決できるか」のところで、解決方法をざっと 2 つくらい書いてい

ます。ギャップがある人は、指標とかが出ても、一方的に聞く側になっていて、聞いた側

が意見を言う機会はたぶんあまりない。どうするかというと、両方が言い合う、「これはこ

ういうことなんだ」「いや、私はこう思って、心配だ」という場を設ける。現実的にやれる

かどうかは分からないですけれども、できたとすると、これがいいのかなと。 
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 もう 1 つは、この場のように、面着で、信頼できる人、まあ我々が信頼できるかどうか

は置いておいて、信頼できる人に説明してもらう。 

 

（サブ F） 「面着」というのは、何ですか？ 

 

―― 面着は、顔を合わせて、という意味です。そういう感じで、こうなのです、こうな

のですと説明する場があると、市民説明会みたいな、向こうから一方的な感じとは違って、

もうちょっとよく聞いてもらえるというか、ギャップが埋められるのではないかと思って、

書きました。 

 

（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。 

 

（サブ F） 少しペースアップしてください。 

 

（F） はい。では、パパッと簡単に説明をお願いします。 

 

―― 先ほどの意見に近いですが、話し合いで信頼を回復する。 

 あとは、そもそもどんな問題があるのかを考える。 

 

―― なるほど。最初はそこですね。 

 

（サブ F） こちらですか？ 

 

―― いや、「どうすれば解決できるか」のほうですね。そこから始めるということ。 

 

―― そうですね。 

 

（F） 次の方、お願いします。 

 

―― 話し合いについてですけれども、平易な言葉で言ったほうがいいのかもしれない。

そういうことで、まずは近寄る。分かりやすい言葉で説明してあげる。そんな感じです。 

 

（F） では、次の方、お願いします。 

 

―― 危機感の具体的な内容について、お互いにギャップ、ずれがあるのではないかと。

まずはそれを共有することから始めないといけない。 
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 そして、その共有したことから、その解決策を具体的に議論する。 

 

―― なるほど。具体的な内容を。 

 

（F） では、私から。共通項目を持つ、増やす。 

 あと、解決は一般に話し合い。ムラ単位や、ムラ同士の対抗とか、そういうことです。 

 それでは、模造紙に貼ったので、あとは分類して回答をまとめるということです。分類

は、もうしていただいているような感じですが、 

 

―― きっとこの辺ですよね。お互いに理解するということ。 

 

―― そうですね。危機感というのはどんなものか、それをお互いに出し合って、ではこ

れに対して具体的にはこういうことだというのを説明してもらうなり、 

 

（サブ F） では、危機感の共有、具体的な内容をはっきりさせて、共有する。これがまず

1 つですね。 

 そこから、こちらでよろしいですか？ 

 

―― 分かりやすい説明もそうですけれども、両方で言い合うということ。 

 

（サブ F） ええと、この「面着」という付箋と、 

 

―― 話し合うということですね。 

 

（サブ F） これですね。それから？ 

 

―― それをいうなら、これと同じですね。 

 

（サブ F） これですね。この辺ですね。 

 

―― 〔どのような問題が起きているのか〕という回答も、「問題の共有」という意味では

〔共通項目を持つ、増やす〕と同じかな。 

 

（サブ F） では、こちらですね。 

 

―― 具体的な内容、うん、そうですね。 
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（サブ F） まずは具体的な内容をはっきりさせてから、こちら側の話に来ると。 

 

―― こちらからこちらですね。 

 

―― 〔危険度の指標を示す〕は、〔共通項目を持つ、増やす〕のグループに入るのかなと

思います。 

 

―― 順序は、こちらの塊が下で、こちらが上のほうがよくないですか？ 

 

（サブ F） では、全面的に逆にしましょう。 

 

（付箋を貼り直す） 

 

―― まず、お互いに共通すべき問題は何か、ここが心配だというのを、出し合う。 

 

（サブ F） これは話し合いのことだから、下でいいですね？ 

 

―― 〔危険度の指標を示す〕は上です。 

 

（サブ F） これに関する意見は少なかったですね。ここに貼っておきます。 

 

―― 矢印を書くのですか？ 

 

―― そうですね。書いちゃいましょう。 

 

（サブ F） ゆっくりと落ち着いて話し合いをまとめる時間は、全然ないですね。 

 

―― （笑） 

 

―― あ、そうだ、発表者さんにまとめてもらったほうが、 

 

（サブ F） 発表者さんが、自分の分かりやすいように矢印を引くなり、していただければ

よろしいですよね。 

 

―― これはここですね。 
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―― 前提としてはこういうものがあって、それからこちら側に行くと。 

 

（サブ F） まずはこれをきちんとしないと、話し合いも進まないということですね。 

 

―― まあ、そういうことになりますよね。 

 

―― そして、話し合うことが大事と。 

 

―― そうですね。（発表者が模造紙に書き込む） 

 

―― そうすると、こうなってくるかもしれない。 

 

―― なるほど。そして、〔解決すべき〕に来る。 

 

―― なるほど。（発表者が模造紙に書き込む） 

 

（サブ F） こちら（〔解決すべき〕）に来るということですね。 

 では、こちらに行きましょう。7 番です。②のほうです。 

 

（F） では、「感情で判断してはいけないのか？」に対して、先ほどと同様に、付箋で回

答をお願いします。3 分程度です。 

 

（サブ F） そうですね、2 分程度にしたほうがいいですね。 

 

（記入中） 

 

―― いいか悪いかだけだと、2 つしか意見が出てこないから、もう少し出さないと駄目で

すよね。 

 

―― 感情はコントロールできない（笑）。 

 

―― なるほど。すごく大事な話ですね。 

 

（記入中） 
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（サブ F） あと 1 分でやりましょうか。②は、〔市民は感情で判断する場合がある〕とい

う付箋に対する質問でした。 

 

（記入中） 

 

（サブ F） では、もう行きましょう。 

 

（F） では、申し訳ないですけれども、こちらからお願いします。 

 

―― ええと、今、2 分くらいで頭の中でぐるぐる回ったのですけれども、判断するにはや

はり周りを納得させることが必要かなと思いつつ、最後は感情なのだなと。すみません、

まとまっていないのですけれども。 

 で、そのためには、 

 

（サブ F） 「感情で判断してもいい」という意見ですか？ 

 

―― いや、周りを納得させることも必要なので、情報をいろいろ正しく認識した上で判

断することが必要になるけれども、たぶん最後は感情になると思います。 

 

（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。 

 

―― 最後は、というのは、理詰めだけで結論が出る問題かというと、たぶんそうではな

いので、いろいろな情報を認識した上で、理詰めで私はこう思うのだけど、最後には感情

で決まるのではないかな、ということです。だから、感情だけで判断してはいけません、

という意味にしてください。 

 

―― 理詰めでは結論は出ないということですか？ 

 

―― はい。理詰めでは結論が出ない場合があるということです。 

 

（F） では、そちらの方、お願いします。 

 

―― 私もちょっと近いですけれども、身近な人がそうなので分かるのですけれども、人

によって全然感情をコントロールできない人がいるのですね。いくら言っても駄目で。本

当は、感情的抜きで理論的に判断してほしいと私は思うのですけれども。なかなかそうも
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いかない現実がありまして、とても苦労しているのですけれども。 

 なので、私が思うに、論理的に考える理系的な人向けと、感情で考える文系的な人向け

の、両方のプレゼン方法があるのではないかなと。 

 

―― なるほど。 

 

（F） 次の方、お願いします。 

 

（サブ F） まきでお願いします。 

 

―― まず、感情でどうぞ判断してくださいと。だけど、これは好き嫌いの世界に入って

しまうので、話はたぶんうまくいかないのかなと。好き嫌いでやると、話し合いが難しく

なってしまう。 

 であれば、共通の判断基準みたいなものがあったほうがいいのかなと。 

 そして、お互いに歩み寄って理解しましょうよと。そういう感じでいくといいのかなと

思います。 

 

（F） 次の方、お願いします。 

 

―― 非常に単純で、一般論になってしまうのですが、感情での判断は視野が狭くなる。 

 そして、明日の生活も踏まえるべきということです。 

 

―― なるほど。感情だけではいけないということですね。 

 

―― そうです。 

 

（F） では、私から。感情が強い人がいるということ。 

 あと、直感で感情がある。身の安全などを考えるときに、感情が出ることがあるという

ことです。 

 

（サブ F） ええと、「直感を感情で」ですか？ 

 

（F） 直感を感情で考えることがあるということです。 

 

―― 書いたほうがいいですか？ 「直感を感情で考えることがある」。（追加で記入する） 

 



 - 13 - 

―― 日本語的に難しいところですけれども、身の安全の話などを、直感的に判断してし

まうことがあるよね、ということですね。 

 

（F） そうです。 

 

―― 感情はあまり関係なくて。 

 

―― 「身の安全を」と書き込んだほうがいいですか？ 

 

（F） いや、ここに書いてあるので。 

 

―― ああ、そうか。 

 

―― 身の安全に関しては直感的に判断することがあると。 

 

（サブ F） ここをあまり追求していると、もう時間がありませんので、そろそろ答えを決

めていかないといけないと思います。どうでしょうか？ 

 

―― 基本的には、感情を肯定というか、感情で判断しても致し方ないということでしょ

うか。 

 

―― そうですね。ところが、私も〔最後は感情〕と書きましたが、感情で判断すべきで

はない、とは思います。 

 

―― まあ、そうですよね。私も「感情で判断してよいが」と書いたけど、そうではない

と思います。 

 

―― 私もそう思います。本当は論理的に判断してほしいと思っているのですけど。 

 

―― 本当は論理的に判断するのがベスト。だけど、そうではない人もいると。 

 

―― 実際問題として、そういう問題ではないと。 

 

―― なかなかここだけではうまくいかないので、どうしても感情が、 

 

（サブ F） こういうことですか？ 感情を考慮しなければいけないけれども、それを中心
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にしていたら解決しないのではないか。いろいろな意見がありますが、そういうことです

か？ 

 

―― そういうことですよね。 

 

（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。 

 

―― 解決しないから、感情で解決しようとしてはいけない。 

 

（サブ F） あ、「感情で解決しようとしてはいけない」ですか。では、その付箋は剥がし

ます。 

 

―― 原則としてはそうです。 

 

―― そうですよね。 

 

（サブ F） 理詰めでは解決できないという一方で、感情だけでも解決できないと。 

 

―― で、その解決方法としては、理詰めの説明と、感情的な説明と、両方のプレゼン方

法を用意する。というか、両方を合わせたプレゼンかな。 

 

―― それは結論としてはありですね。 

 

―― あ、結論に昇格ですか（笑）。 

 

（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） どうぞ、立ちあがって直していただいていいですよ。手の届くところに動いて、

付箋を貼りなおしてください。 

 

―― では、丸をつけていいですか？ 

 

（サブ F） もう少し上側に貼ってください。 

 （タイマーが鳴る）はい、ちょうど時間となりました。 
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―― これを丸で囲めばいいですか？ 

 

―― ええ。それが結論ですよね。 

 

―― 結論と書きますか？ 

 

（サブ F） そうですね。思い切って大きい字で書いてください。皆さんが遠くから見ます

ので。 

 

―― 感情で解決しようとしてはいけないのだけど、それはなかなか難しいところがある

ので、こういう解決法があると。 

 

―― そうですね。 

 

―― というのを、発表者さんが説明するということですね。 

 

―― でも、ここは難しいですね。 

 

―― 確かに、感情は難しいです。 

 

―― でも、「感情の問題がある」というのは、やはり皆さん共通認識があるみたいですね。 

 

―― だからなるべく感情を入れないような形で議論したいのですよね。そうしないと、 

 

（総合 F） ありがとうございます。今度の発表も、A 班、B 班、C 班という順序です。私

に合図が来た順序ですので、お許しください。 

 

＜グループワーク 2 終了＞ 


