
信頼回復に向けた取り組みに関するご質問

○具体的な取り組みについて
質問内容 回答

　信頼回復に向けた取り組みについて、もっと
具体的に説明してほしい。［弘前］

　どのような形で信頼回復に向けた取り組みを
なさりますか。［弘前］

　今回の点検結果は、広告、チラシ等により、
一般の広域住民に知らせる必要があると思う
が、どう考えているか。［弘前］

　信頼回復に向けた取り組みをしていると言い
ますが、具体的にどの様なことをやっているの
でしょう。わかりやすく説明して下さい。［八
戸］

　県民の理解が得られた事をどのような方法で
確認するのですか。アンケートをすれば方法と
規模を教えてください。［六ヶ所］

　ホームページなどは年ぱいの人など見られな
い人も多いので、新聞などのマスコミにして欲
しい。［八戸］

　今回の総点検結果の概要については、4月20日
に地元3紙に掲載したほか、当社広報誌である
「新かわら版　青い森　青い風」（県内に63万部
配布）にも掲載しています。今後、改善策の実施
状況についても当社の広報誌やホームページなど
いろいろな形で皆さまにお知らせしていきます。

　ウラン試験後、品質保証活動結果について
は、ホームページに公開する以外に、市民との
対話を含めて、どのようなことを検討している
のか。［六ヶ所］
　OHPの３項目で信頼回復が可能と考えていると
すれば、おめでたいとしか思えない。いかにし
たら、県民との対話が可能かをもっと真剣に考
えるべきではないか。ホームページ発表は不親
切だし、情報開示基準等を明確にして、公表す
る考えはないか。［青森］

　失った信頼を回復することは一朝一夕でできる
ものではありませんが、まずは、今回の再処理施
設における総点検結果について、県議会全員協議
会、原子力政策懇話会、市町村長会議、説明会な
ど、様々な機会をとらえ、説明するとともに、広
報誌、広告、ホームページなどの広報媒体も活用
し、できる限り多くの皆さまに説明し、皆さまの
ご意見・ご質問に答えていきたいと思います。
　その一環として、今回の説明会で出されたご意
見・ご質問に対する回答については、ホームペー
ジに掲載するとともに、ホームページをご覧いた
だけない方には、六ヶ所村のショッピングモール
「リーブ」の当社情報コーナーと青森市の「サイ
クル情報センター」で閲覧できるようにしていき
ます。
　また、今後は、地域の皆さまの声を伺う広聴活
動に重点を置くこととし、経営層が直接地域の皆
さまのご意見・ご指摘を伺う「地域会議」を設置
し、同会議などで得られた結果について、経営に
活かしていくことにより、信頼回復に取り組んで
いきます。

　品質保証体制の改善策の実施状況については、
できる限り分かりやすい形に取りまとめ、ホーム
ページや広報誌などの広報媒体を通じて、皆さま
に情報提供していきたいとを考えています。
　また、ウラン試験において想定される具体的な
不具合事象などについても、公表の考え方を整理
したうえで、同様にお知らせしたいと考えていま
す。
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信頼回復に向けた取り組みに関するご質問

質問内容 回答

　設備を築き上げるのも、事故を起こすのも、
結局は人間に原因があると私は思います。です
から、改善に向けた取り組み､信頼回復に向けて
の取り組みには、その底にある人間に根ざした
ものでなければならないと思うのです。特に日
本は、上下関係の厳しい社会で､貴社も多分例外
ではないと思います。社内だけでなく協力会社
との間でもそういったものは多いでしょう。し
かし、それをいかに打破していくところに信頼
関係が築かれるのではないでしょうか。この辺
の貴社の考えをうかがいたい。［六ヶ所］

　施工会社が大量の工事をこなすため、経験の
浅い企業を孫請けとして採用したことが不良施
工の多発につながったとの新聞報道があったが
事実でしょうか。私は経験があろうがなかろう
が、このプロジェクトに対しての責任と安全へ
のモチベーションの低さが少なからず影響して
いるのではないかと思います。村民の安全がひ
いては国民の利益になる様、原子力政策の中心
であるＪＮＦＬさんには管理を徹底していただ
きたい。［六ヶ所］

　専門家集団のハズの原燃の工事のズサンな結
果にこれからも事故が起こるのではと、とても
不安です。［六ヶ所］

　日本原燃㈱は、横浜町の住民には、生活安定
の上で安全安心が可能になる為にも、会社とし
て責務責任を着実なる展望を展開されることを
示してください。［六ヶ所］

　今後についての事業者としての決意を示して
頂きたい。［弘前］

　信頼の回復とは、いつ頃を目標として結果を
出すのでしょうか？県や村の回答をもって結果
とするのでしょうか？［弘前］

　原燃の社長に回答願います。［六ヶ所］

　使用済燃料プールの補修が終了し、品質保証体
制の点検結果についても国のご評価をいただきま
したが、これから、当社としての責務を果たして
いくべき新たな段階が始まるものと認識していま
す。
　このため、第一には、今回策定した品質保証体
制の改善策を実効あるものとするため、社長が先
頭に立って具体的な活動を進め、協力会社を含め
て全ての社員が一体となって取り組んでいくこと
により、品質保証の徹底を図っていきます。
　第二には、皆さまに対して、品質保証活動の実
施状況や試験運転などについて、できる限り分か
りやすい情報提供に努めるとともに、地域の皆さ
まの声を伺う広聴活動に重点を置くこととし、経
営層が直接地域の皆さまのご意見・ご指摘を伺う
「地域会議」を設置し、同会議などで得られた結
果について、経営に活かしていくことにより、信
頼回復に取り組んでいきます。
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信頼回復に向けた取り組みに関するご質問

○「地域会議」「広聴政策会議」について
質問内容 回答

　地域会議はいつ、どこで、どのようにして行
いますか。［六ヶ所］

　「地域会議」開催は、どこに要望出せば良い
のですか。住民が説明を求める際の条件があり
ましたら教えてください。［六ヶ所］

　「地域会議」とは、どのような内容であるの
か、明らかに行うように対応してください。
［六ヶ所］

　地域会議はいつから開かれるのか。どんな形
で。［六ヶ所］

「地域会議」が公正を期すために、貴社はどの
ような運営を考えていますか。「地域会議」を
公開するとか、人選の過程及び結果の公表の方
法等についてお知らせ下さい。

　地域会議の対象地域は。［青森］
　地域会議はどのように開くのか。［八戸］
　地域会議についてのくわしい説明をお聞かせ
下さい。［八戸］

　今日は、説明会とありますが、「地域会議」
とは違うととらえて良いのでしょうか？また、
地域に住む市民の意見や質問は「地域会議」の
時でなければ提案できないのでしょうか？ホー
ムページなどから、直接、提案などはできるの
でしょうか。※何も知らないのでおたずねしま
す。［弘前］

　信頼回復に向けた取り組みで、「地域会議」
の設置とあるが、どの程度（規模）なのか。市
町村別で分けるのかどうか？［弘前］

　地域会議を早く立ち上げ、県民の意見を反映
した企業活動を進めてほしい。［弘前］

　「地域会議」には、反対派の立場の人も入れ
て下さい。これまでの例を見ると、原燃に都合
のいい人ばかり集めているように見受けられま
す。人選の公正を。また公開で誰でも発言でき
るようにして下さい。［六ヶ所］

　地域会議には弘前地域の代表者も含むのか？
［弘前］

　弘前地域の方も委員になっています。

　直接声を聞くということが、どうして「地域
会議」になるのですか。［八戸］

　「地域会議」は、地域の皆さまの声を伺う広聴
活動に重点を置く方針の一環として、経営層が直
接地域の皆さまのご意見・ご指摘を伺い、経営に
活かしていくために設置したものです。

　地域会議の委員については、日頃から当社事業
に関心を示し、ご批判やご注文を含め、建設的な
ご意見・ご指摘をいただける方とし、県内各界で
活躍中の学識経験者、各種団体関係者、会社経営
者、著述家などの８名としました。
　委員の委嘱期間は原則１年間、会議の議長は委
員の互選としています。会議は年２回程度開催
し、原則として六ヶ所村で開催することとしてお
り、4月26日に第１回目の会議を開催しました。
また、会議の議事概要は公表していきます。
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信頼回復に向けた取り組みに関するご質問

質問内容 回答

　信頼回復のためには、十分に住民の意見を聞
くということが最も重要だと思いますが、いか
がですか。そのために具体的に「地域会議」と
いうような「えらいさん」によるものではな
く、住んでいる国民から直接話を聞くという姿
勢はないのですか。［八戸］

　当社では、地域の皆さまから、ご意見やご質問
をいただくことは重要なことと認識しており、こ
のため、各層の皆さまと日常的に接触し、ご意見
やご質問をいただいく活動を展開しているところ
です。
　なお、地域会議の委員については、日頃から当
社事業に関心を示し、ご批判やご注文を含め建設
的なご意見・ご指摘をいただける方とし、県内各
界で活躍中の学識経験者、各種団体関係者、会社
経営者、著述家などの8名にしたものです。

　信頼回復に向けた取り組みということで、
「地域会議」「広聴政策会議」等を設置という
ことだが、これらの内容、またその他の信頼回
復に向けた取り組みがあれば教えていただきた
い。［八戸］

　「地域会議」については、前述を参照くださ
い。
　「広聴政策会議」については、社内メンバーで
組織し、各事業の状況等を踏まえながら、地域会
議などで得られた結果などについて、全社的な視
点に立って経営活動に活かせるように議論を行う
ために設置したものです。
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信頼回復に向けた取り組みに関するご質問

○説明会の開催について
質問内容 回答

　説明会の日時の設定が納得できない。近隣市
町村でも不安を持っている人が沢山いる。六ヶ
所村以外は三市のみ、それも平日の午後という
のは､働いている人が参加できない設定。本当に
説明する気があるのか､誠意を疑う。また、農家
は関心があっても、この時期は忙しすぎる。6月
中旬にあらためて、県内全域での説明会を設定
してほしい。［六ヶ所］

　「地域の皆さまの声を重視する…」とのこと
ですが、今回の説明会が、六ヶ所を除き､他の三
市では昼の1:30開催となっております。仕事を
もっている方など多くの方の参加が見込まれな
いのに、どうしてこのような条件を選ぶので
しょうか。［六ヶ所］

　信頼回復､誠意をもって、安全性を第一になど
とおっしゃってますが、今回の説明会の日程１
つとっても一般県民に対して配慮したものでは
ありません。何故このような急な時期また時間
帯に開催するのでしょう。［六ヶ所］

　事件が発生してから約3年間にわたる問題、約
27万件にわたる点検結果報告を質疑応答で2時間
という設定は、県民へのアリバイづくり、ガス
抜き的なやり方で、説明責任を果たしていな
い。じっくり時間を取って説明し、答えるべき
である。また、事件を起こした事業者が点検
し、説明するというのは信頼を得ることができ
ない。［青森］

　そもそもどのようなおつもりで、この説明会
をしているのでしょうか。本当に多くの県民に
理解してもらおうと思っているのですか。［八
戸］

　今回の説明会についてお伺いします。これは
メールでも質問しているのですが、①説明会日
程の発表から本日までの日数が短かったのは何
故、②六ヶ所以外平日の昼間であるのは何故。
以上の２点です。とても広く一般の人達が来れ
る設定ではないと思いますが、どうしてこの様
な設定になされたのでしょうか。猪股氏のあい
さつにも、お忙しいにもかかわらずとありまし
たが、何故忙しい時間帯にしたのですか。［八
戸］

　今回、一連の説明会で形式的にアリバイ作り
的に終わらせずに、更に住民の理解を深めるた
めに何度も開催してください。［六ヶ所］

　3月31日に、国から品質保証体制の点検結果の
ついて妥当との評価をいただいたことから、でき
る限り早い時期に皆さまにご説明させていただき
いと考え、今回の「再処理施設の総点検に関する
説明会」を開催したものです。
　なお、今回の説明会に参加できなかった方に
は、ご希望される方には今回の説明会の資料をご
送付させていただくとともに、今回の説明会で配
布した資料、議事録、説明会でいただいたご質問
に対する回答などをホームページに掲載してまい
ります。また、ホームページをご覧いただけない
方には、六ヶ所村のショッピングモール「リー
ブ」の当社情報コーナーと青森市の「サイクル情
報センター」で閲覧できるようにします。その
他、随時、ホームページの「ご意見箱」や「電
話」による質問も受け付けます。
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信頼回復に向けた取り組みに関するご質問

質問内容 回答

　相互対話型の集会開催をすべき。平日ではな
く、勤務者等も参加できるようにすべき。説明
終了後、直ちに質問・意見というのは急すぎ
る。一定期間をおいての時間を十分とった話し
合いの場を設定すべき。［青森］

（前ページを参照ください。）

　どうして平日に説明会を開くのか。しかも一
週間ほど前にいきなり。住民からの十分な理解
を得ようと思うならば、休日にやるべきだ。私
は学生だから、今日来れたが、ほとんどの人は
平日に開催したら来れないのではないか。せめ
て夜にやってほしい。［青森］

　平日の午後の説明会の案内をその直前にする
などは、説明する気など本当はないんでしょう
ね。社長も来ないわけだし。［八戸］

　六ヶ所で答えてもらえなかった件について
は、いつ答えていただけるのですか。［八戸］

　短時間のしかも通り一辺の説明で理解できる
のは余程内容に精通した人ではないでしょう
か。一般市民の私には、よく分かりませんでし
た。しかもこんなものもにしい会場の中で、そ
れだけ危険なことなのでしょう。一度の説明で
は足りないのではないでしょうか。［弘前］

　今回出た意見・質問の一覧は公開していただ
けますか。（名前は不要です）［六ヶ所］

　出された意見、質問は全て（回答とともに）
公開してください。新聞紙上も可。（広告）
［六ヶ所］

　納得できるまで、問答形式の質疑を望みま
す。今日、可能ですか。［六ヶ所］
　県民への説明に会社の代表である社長が自ら
出席しないのはいかがなものか。このへんに配
慮不足を感じるし、信頼回復と言いながら根本
的な配慮がない。これでは、事業者で言う回復
は無理なのではないか。［八戸］

　なぜ社長がいないのですか。［八戸］

　一番大切な安全に対しての説明会に社長が出
席していないのは言ってる事と行動がともなっ
ていない。改善策は良いが行動出来るか疑問に
思う。社長の出席出来ない理由を知りたい。
［八戸］

　説明会には、代表権を持った取締役副社長が出
席しており、皆さまに対して、社長と同様に責任
ある説明と回答をさせていただきます。

　説明会の開催時間については、会場の関係上、
時間に限りがあることはご理解を願います。
　時間の関係でご回答できなかった内容を含め
て、皆さまからいただいたご質問・ご意見につい
ては、ホームページに掲載していきます。個別に
回答を希望された方については、郵送、ＦＡＸ、
電子メールなどにより、ご回答させていただきま
す。
　なお、ホームページの「ご意見箱」や「電話」
においても、皆さまからのご意見・ご質問をお受
けしています。
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