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第１回食品に関するリスクコミュニケーション研究会 議事録 

 

1. 日時 

平成28年８月30日（火） 14:00～16:00 

 

2. 場所 

中央合同庁舎第４号館 １階 108会議室 

 

3. 出席構成員 

関崎座長、池田構成員、金川構成員、曽我部構成員、中村構成員、長村構成員、夏

目構成員、松永構成員、松本構成員、三宅構成員 

 

4. 出席者 

（消費者庁） 

吉井審議官、野田消費者安全課長、藤田消費者安全課企画官、石川消費者安全課課

長補佐 

（関係府省） 

内閣府食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省 

 

5. 議事次第 

1. 開会 

2. 議題 

（１）座長の選出について 

（２）消費者庁の取組実績 

（３）その他 

3. 閉会 
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○野田消費者安全課長 ただいまより第１回「食品に関するリスクコミュニケーショ

ン研究会」を開催いたします。 

 座長が選出されるまでの間、事務局で進行を務めさせていただきます。 

 開会に当たりまして、吉井審議官より御挨拶を申し上げます。 

○吉井消費者庁審議官 消費者庁審議官の吉井でございます。 

 本日は、皆様方におかれましては、第１回目の食品に関するリスクコミュニケーシ

ョン研究会ということで開かせていただきましたところ、この趣旨に御賛同をいただ

きまして、構成員という形で御参加いただくということでございます。あわせて、本

日大変お忙しい中御出席を賜りまして、まことにありがとうございます。 

 また、日ごろから消費者行政の推進につきまして、御理解と御協力を賜っているこ

とにつきまして、重ねて感謝を申し上げる次第でございます。 

 リスクコミュニケーション研究会ということでございますが、消費者庁が正式にこ

の食品に関するリスクコミュニケーションというものを始めたのは、平成24年６月、

食品安全基本法に基づきます基本的事項が閣議決定をされまして、その中で消費者庁

がリスクコミュニケーションを実施するという形で位置づけられたわけでございます。

ただ、実質的にはその前年の平成23年５月、東日本大震災の直後から、関係省庁の協

力を得まして、消費者庁が中心になってリスクコミュニケーションを実施していると

いう状況でございます。 

 そこから、ほぼ５年が経過いたしました。福島県を中心に、放射性物質関連のリス

クコミュニケーションを中心にやってきております。これまでの実績、今後詳しく説

明をさせますけれども、その評価をしっかりいただいた上で、今後のリスクコミュニ

ケーションをどういった形で進めていくのかということを、皆さんで御議論していた

だきたいと考えているところでございます。 

 できれば年末ぐらいまでに一定の方向性を出していきたいと考えているところでご

ざいます。非常にタイトなスケジュールで恐縮でございますけれども、構成員の皆様

方には忌憚のない御意見を賜りますようお願い申し上げまして、冒頭の御挨拶とさせ

ていただきます。よろしくお願いいたします。 

○野田消費者安全課長 議事に先立ちまして、お配りしております資料の確認をいた

したいと思います。 

 不足等ありましたら、事務局のほうにお知らせいただきますれば、お持ちしますの

で、どうぞおっしゃっていただければと思います。よろしいでしょうか。 

 それでは、本日、第１回目の会合でございますので、本研究会の趣旨等について、

お手元の資料１に沿って説明させていただきます。資料１「食品に関するリスクコミ

ュニケーション研究会の設置について」をご覧ください。 

 「１．趣旨」とあります。本研究会の趣旨でございますが、消費者庁はこれまで食

品安全基本法に基づきまして、関係する省庁等と連携して、食品に関するリスクコミ
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ュニケーションに積極的に取り組んでまいりました。 

 これまでの消費者庁の取組の成果とリスクコミュニケーションを取り巻く現状を踏

まえて、今後、消費者庁が実施するリスクコミュニケーションの取組方針について御

検討いただきたく、本研究会を設置いたしたところでございます。 

 「２．検討事項」ですが、ここに書いてあるとおりでございまして、「これまでの

リスクコミュニケーションの成果」「リスクコミュニケーションを取り巻く現状」「今

後のリスクコミュニケーションの取組方針」「その他」というところでございます。 

 「３．構成及び運営」の説明は省略させていただきます。 

 「４．開催スケジュール」ですが、平成28年８月から１カ月に１回程度開催という

ことで考えております。今回は消費者庁のリスクコミュニケーションの取組実績を整

理しまして、次回以降、今後の取組方針について御議論いただければと考えておりま

す。 

 続きまして、本研究会の構成員、メンバーの御紹介をさせていただきます。資料１

をめくっていただきまして、別紙をご覧ください。 

 私のほうから、構成員名簿、敬称略、五十音順となっておりますが、この名簿に沿

いまして、お名前を読み上げて御紹介させていただきますので、それに続きましてお

集まりの皆様から一言御挨拶をいただければと思います。 

 まず、公益社団法人全国消費生活相談員協会消費生活相談員、池田武見様。 

○池田構成員 全国消費生活相談員協会の池田武見と申します。 

 常日ごろは東京都消費生活総合センターで消費生活相談員をしております。よろし

くお願いいたします。 

○野田消費者安全課長 ありがとうございます。 

 続きまして、金川先生ですが、遅れてのご出席です。 

 東京大学大学院農学生命科学研究科附属食の安全研究センター長、関崎勉様。 

○関崎構成員 東京大学の関崎と申します。よろしくお願いいたします。 

 私の専門は獣医細菌学で、畜産物を介して人に害を及ぼす食中毒の原因菌などの研

究をしております。きょうはよろしくお願いいたします。 

○野田消費者安全課長 ありがとうございます。 

 続きまして、東村山市立回田小学校校長、曽我部多美様。 

○曽我部構成員 皆さん、こんにちは。東村山市立回田小学校校長の曽我部でござい

ます。 

 本校は西武遊園地線という線で、先日22日の台風で電車が脱線したので、その影響

で参加がぎりぎりになりまして申しわけございません。 

 私は、もう一つ、全国小学校家庭科教育研究会の会長をしております。食について

は家庭科教育と深くかかわっているところでございますので、きょうはどうぞよろし

くお願い申し上げます。 
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○野田消費者安全課長 よろしくお願いいたします。 

 続きまして、福岡県田川保健福祉事務所保健監、中村泰久様。 

○中村構成員 福岡県田川保健福祉事務所保健監、わかりやすい表現をいたしますと、

福岡県田川保健所の保健所長をしております中村と申します。 

 御案内のとおり、保健所には一般の方からありとあらゆる苦情が参りますものです

から、その経験を踏まえて、少しでもこちらの会議のほうに貢献していきたいと思っ

ております。よろしくお願いいたします。 

○野田消費者安全課長 ありがとうございます。 

 続きまして、一般社団法人日本食品安全協会理事長、長村洋一様。 

○長村構成員 皆さん、こんにちは。一般社団法人日本食品安全協会の理事長をやっ

ております、長村と申します。 

 私がやっております主な仕事といいますのは、全国の医療職関係の教育機関の教員

で手を結びまして、医療職者を中心に今、食のリスクコミュニケーションをできる人

を養成するということで、約１万人近く認定いたしまして、5,000人ぐらいが具体的に

活躍しているという状況でございます。よろしくお願いします。 

○野田消費者安全課長 よろしくお願いいたします。 

 続きまして、全国地域婦人団体連絡協議会幹事、夏目智子様。 

○夏目構成員 皆様、こんにちは。夏目智子でございます。 

 私どもは、消費者団体としてこの場にかかわることをとてもありがたく思っており

ます。消費者としまして、正確な情報を得て、さらに消費者として発信ができるよう

な活動をしておるつもりでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○野田消費者安全課長 よろしくお願いいたします。 

 続きまして、科学ジャーナリスト、松永和紀様。 

○松永構成員 松永和紀でございます。よろしくお願いいたします。 

 私は、食のリスクとか持続可能な生産というところを主なフィールドにして取材し

て、雑誌の記事を書いたり、講演活動をするなどしております。どうぞよろしくお願

いいたします。 

○野田消費者安全課長 続きまして、一般財団法人食品産業センター技術環境部次長、

松本浩樹様。 

○松本構成員 皆様、こんにちは。食品産業センター技術環境部の松本と申します。

きょうはよろしくお願いいたします。 

 日ごろは、私はHACCPの普及啓発活動に取り組んでおります。今回、この会議に出席

する前にいろいろと資料などを拝見していると、結構HACCPとつながるのではないかと

いう視点を持たせてもらいました。どうぞよろしくお願いいたします。 

○野田消費者安全課長 続きまして、イオンリテール株式会社広報部長兼お客様サー

ビス部長、三宅香様。 
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○三宅構成員 イオンリテールの三宅と申します。よろしくお願いいたします。 

 イオンでは、全国のお客様サービス部の責任者をしております。この件だけではな

くていろいろな案件に対してお客様の声が全国から日々寄せられておりますので、そ

のあたりを踏まえて参加させていただきたいと思っております。よろしくお願いいた

します。 

○野田消費者安全課長 よろしくお願いします。 

 本日は、福島県生活環境部消費生活課長、菅原加代子様から御欠席という連絡をい

ただいております。金川様は遅れて出席の予定と聞いております。 

 構成員名簿の下のほうに書いてございますように、オブザーバーとしまして内閣府

食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省のリスクコミュニケーションの担当者の皆

様にも御出席をいただいております。 

（金川構成員入室） 

○野田消費者安全課長 金川先生、今、ちょうど皆様を御紹介して一言御挨拶いただ

きましたので、私のほうから紹介した後に一言御挨拶をいただけますでしょうか。 

 紹介させていただきます。追手門学院大学経営学部教授、金川智惠様。 

○金川構成員 金川と申します。 

 台風でえらい目に遭いまして、飛行機に乗れませんで、新幹線に乗ったら遅れまし

た。済みません。 

 社会心理の側からリスクコミュニケーションを受け取る側とか、あるいは送る側の

心の仕組みについて研究しております。よろしくお願いいたします。 

○野田消費者安全課長 ありがとうございます。 

 続きまして、事務局のメンバーの御紹介をさせていただきます。 

 まず、消費者庁審議官の吉井でございます。 

 消費者安全課企画官の藤田でございます。 

 消費者安全課課長補佐の石川でございます。 

 そして、私は消費者安全課長の野田でございます。よろしくお願いします。 

 本日は、報道の方にも入っていただいておりますが、冒頭の頭撮りはここまでとさ

せていただきます。よろしくお願いいたします。 

 続きまして、座長の選出をお願いいたします。 

 資料１の３の（４）の運営のところをご覧いただきたいのですが、座長はお集まり

の皆様の互選によって決めたいと存じます。どなたか推薦をいただけないでしょうか。 

○長村構成員 関崎先生にお願いできればと思っております。 

○野田消費者安全課長 松本様、どうぞ。 

○松本構成員 私も関崎先生にお願いしたいと存じます。 

○野田消費者安全課長 関崎先生に座長をという声が上がりました。ほかに御推薦等

ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 
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 そうしましたら、座長は関崎先生にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願

いいたします。 

（関崎構成員、座長席へ移動） 

○関崎座長 それでは、御推挙いただきましたので、お引き受けすることにいたしま

す。 

 何分力不足もあることですので、不都合なことがあるかもしれませんけれども、そ

の場合には御教授いただけますよう、よろしくお願いいたします。 

 それでは、早速、議題の（２）「消費者庁の取組実績」に入りたいと思います。こ

れに関しましては、内容が関連しているお手元の資料２と資料３がございます。資料

２「食品に関するリスクコミュニケーションについて、関係法令等において規定され

ている消費者庁の役割」、資料３「消費者庁が行った食品に関するリスクコミュニケ

ーションの取組実績」、この２つは関連しておりますので、続けて事務局から説明い

ただいて、その後、質疑応答、意見交換に参りたいと思います。よろしいでしょうか。 

 では、事務局のほうからお願いいたします。 

○消費安全課企画官 藤田です。よろしくお願いいたします。 

 まず、資料２をご覧ください。「食品に関するリスクコミュニケーションについて、

関係法令等において規定されている消費者庁の役割」でございます。 

 まず、消費者庁がどのようなミッションを持っているかということの共通認識を持

っていただくということで、法令等で規定されています役割について、簡単に御説明

させていただきたいと思います。 

 本文のほうを御確認いただきたい場合は、２ページ目以降についておりますが、ま

ずは省略されている１ページ目のほうで説明させていただきます。 

 まず最初に、消費者基本法というものがございまして、これが消費者行政を支える

最初の基本法ということでございますけれども、消費者政策の推進におきましては、

消費者の自主的かつ合理的な選択の機会が確保され、消費者に対して必要な情報が提

供され、消費者の意見が消費者政策に反映されることが重要とされております。 

 これは消費者行政のほうなのですけれども、もう一つ、食品のほうでも規定がござ

いまして、食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、関係者相互間の情

報及び意見の交換の促進を図るために必要な措置を講ずることが求められていると、

食品安全基本法に書かれています。 

 消費者庁は、これらを受けまして「食品の安全性の確保に関する関係者相互間の情

報交換及び意見の交換に関する関係行政機関の事務の調整」を行うこととされていま

す。これが消費者庁及び消費者委員会設置法第４条ということになります。 

 これらの基本的な法令を踏まえまして、食品安全基本法第21条の規定する基本的事

項というのがございますが、基本的事項におきまして、消費者庁の役割等としまして、

リスクコミュニケーション全体に係る総合的マネジメント、リスクコミュニケーショ
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ンの進め方というのがここで出てきまして、全体に係る総合的マネジメントとして、

消費者庁はリスクコミュニケーションについて、食品安全委員会のことですがリスク

評価機関、及び、農林水産省、厚生労働省、環境省等のことですがリスク管理機関の

事務の調整を担うということとされています。 

 その次に、消費者庁及び関係行政機関は、関係行政機関というのは今、申しました

食品安全委員会、農林水産省、厚生労働省、環境省等ですけれども、相互に連携をし

て食品の安全性の確保に関する消費者等との意見交換会を開催する等によって、政府

全体としての食品の安全性の確保に関する望ましいリスクコミュニケーションのあり

方を検討するということになっております。開催して、あり方も検討しますというこ

とになっています。 

 （３）といたしまして、消費者庁及び関係行政機関は、相互に連携をして、消費者・

事業者・行政関係者等幅広い関係者を対象とした横断的なリスクコミュニケーション

を促進することになっています。 

 というわけで、消費者庁のリスクコミュニケーションに係るミッションといたしま

しては、（１）の関係者の事務の調整、（２）の意見交換会を開催する、（３）のリ

スクコミュニケーションを促進するという３つのミッションがございます。 

 以上が資料２の説明となっております。 

 続きまして、資料３に移らせていただきます。 

 今の関係法令に基づきまして、消費者庁が行ってきた食品に関するリスクコミュニ

ケーションの取組実績について、今日は御説明をさせていただきたいと思います。 

 資料３を１枚おめくりください。 

 まず「リスクコミュニケーション全体に係る事務の調整」、先ほど３つのミッショ

ンがございますと御紹介させていただきましたが、そのうちの１つ目です。 

 事務の調整の１つ目といたしまして「リスクコミュニケーション担当者会議の実施」

というものがございます。これは、関係省庁、消費者庁が食品安全委員会、厚生労働

省、農林水産省と環境省のリスクコミュニケーションの担当者を集めまして、２週間

に１回集まって会議をやっています。この内容は、関係省庁が集まって、４省庁連携

で意見交換会を開催しておりますけれども、その会の具体的なテーマですとか、日程

ですとか、どうやってやるか、進行方法について打ち合わせをしている会となってお

ります。意見交換会自体の事務、先生を呼んだときの謝金ですとか、会場を押さえる

とか、そういう事務自体は消費者庁が担当しております。 

 次に、３ページ、事務の調整の２番目といたしまして「『食品と放射能Q&A』の作成、

配布」とございます。 

 Q&Aはこの冊子でございますけれども、大部になっておりますが、食品安全委員会さ

んですとか、農林水産省さん、環境省さん、厚生労働省さんの知見を集めまして、皆

さんからいろんなアドバイスをいただきながらつくっているものでございます。これ
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は毎年、年２回以上改訂しているときもあるのですけれども、今、10版までつくって

おります。これを意見交換会等で配布いたしまして、これまでに約15万部配っており

ます。また、福島県では全戸に配布して知識の普及に活用されているということでご

ざいます。Q&Aが分厚くて読みにくいので、もうちょっと簡単にということで、Q&Aミ

ニという紫色の冊子をつくって、もうちょっと抜粋して重要なところだけ取り出して、

取っつきやすいものもつくりました。これは26年度からつくっておりますけれども、

26年度末に印刷をいたしまして、27年度から配布をいたしまして、大体１万5,000部ぐ

らい配っているということになっています。 

 ４ページ、このQ&Aですけれども、第10版まで改訂していると御紹介しましたが、そ

の時々に応じまして、リスコミなどをやっているときに関心がこのようになっている

なとか、ここの表現をこうしたほうがいいねということで変えて、質問の立て方など

をその都度見直して変えてきています。 

 ５ページ、「風評被害に関する消費者意識の実態調査」でございますが、これにつ

きましては、被災県の農産物等について、買い控えをしている場合の理由等を調査し

たり、効果的なリスクコミュニケーションを実施するために、平成25年２月から年２

回実施しております。調査の項目ですけれども、調査の継続性を重視しておりまして、

毎回同じ項目で聞いています。これまで７回ほぼ同じ問い立てで調査を実施している

ということです。インターネット調査で大体5,000人ぐらいの方に聞いているというこ

とです。調査対象地域ですけれども、被災県（岩手県、宮城県、福島県、茨城県）と、

被災県の農産物の主要仕向先として、首都圏、中京圏、関西圏の方を対象として、ア

ンケート調査をとっております。 

 簡単にアンケートの傾向などを御紹介させていただきますと、次の６ページになり

ますけれども、左側の図「福島県産」と大きく書いてあるところですが、「放射性物

質を意識し、産地を気にする人が購入をためらう産地」ということで、一番上が「福

島県産」次が「岩手、宮城、福島県産」、下が「茨城、栃木、群馬県産」「東北全域

産」「東日本全域産」という順番になっております。一番上の「福島県産」ですけれ

ども、26年３月の第３回ぐらいまで順調に下がっておったのですけれども、次の年に

ぽんと上がっておりまして、そこからまただんだん下がってきているということです。

このぽんと上がっているところは何かというと、某漫画がございまして、それの影響

で上がっているということになっています。そこからようやく４回の調査を経過して、

２年で、やっと平成26年３月の第３回の数値と同じぐらいのところまで下がってきた

かなという感じになっています。 

 右側の図ですけれども、「福島県産」をためらうと言った人の中をちょっと詳しく

分析してみました。そういたしますと、一番黒く太い青い字ですが、31.9から減って

きているものが、実は福島県在住の方のグラフでございます。福島県在住の方は、第

１回というのは平成25年２月で、震災からほぼ２年たったときですが、32％ぐらい自
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分の県の県産品の購入をためらっていたのですけれども、第７回、平成28年３月にな

りますと、13％のところまで下がってきています。おもしろいことに、実は第４回で

全体でぽんと上がっていたところが、福島県在住の方は上がっていないということで、

某漫画の影響を実は余り受けていなかったのかなという感じの絵になっているところ

が非常におもしろいと思います。 

 実は、今回の資料には置いていませんけれども、本年、新たな試みとして、夏休み

のイベントとして小学生などが集まるイベントに我々は出展をいたしまして、小学生

とその親を対象に放射性関係のリスコミをやったのです。それが終わった後に、内容

が理解できましたかというのを聞いたのですけれども、非常に成績が悪くて、東京な

どは半分以下の人しか理解できたと書いてくれなかったので、ちょっと放射線は難し

かったかなと思ったのですが、実は仙台に行くと、理解できたのが非常に多かったの

です。それは持っている基礎知識が全然違うということがあるので、非常に学校など

の取組とか、県の取組などで基礎知識を持っている方の違いというのは非常にあるの

ではないかと思っております。 

 実は、現在、第８回の調査が終わったところでございまして、今、その取りまとめ

中になっております。 

 今のが調整のところだったのですけれども、次に、７ページ、「リスクコミュニケ

ーションの実施」ということで、２つ目のミッションのところに入ります。 

 「関係府省連携による意見交換会」ということで、消費者庁と厚労省、食安委、農

水省はこれまでに食品中の放射性物質、健康食品、BSE、食中毒、輸入食品、農薬に関

するいろいろな意見交換会を連携して実施してきております。（表３）とありますが、

この後でこの説明をさせていただきます。意見交換会はシンポジウム形式を基本とし、

これは200人とか100人とか、大規模なホールで人をたくさん集めて、行政担当者が説

明をして、有識者なども基調講演などをしていただいて、パネルディスカッションや

質疑応答を実施するという形式のものになっております。これだけだと効果がどうか

なということがありまして、26年度、27年度では、福島県で20名程度の参加者による

小規模な車座形式の意見交換会なども実施してございます。 

 次の８ページ、これまでに取り組んできた府省連携の意見交換会のテーマですが、

放射性物質が合計48回と多くなっていますけれども、実は、平成24年度に27回やって

おりまして、震災の翌年、重点的に放射性物質にたくさん取り組んだということでご

ざいます。それ以外に、健康食品ですとか、BSE、食中毒、輸入食品、農薬などをやっ

ている。このテーマを何にするかというのをリスクコミュニケーション担当者会議で

決めているということになっております。 

 次の９ページ、もうちょっと詳しくこれを見ていきますと、食品の放射性物質の意

見交換会の実績となっておりますけれども、開催回数が、放射性物質48回、うち被災

県で行ったものは12回となっています。24年度は多くなっていますが、それ以外の年
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度は大体開催回数が、例えば27年度ですと６回、うち被災県３回と、必ず被災県以外

のところ、首都圏ですとか関西でもやるようにしています。参加人数を見ていただき

ますと、１回当たりの人数がだんだん減ってきているというのが見てとれるかなと思

います。実際、最近は人を集めるのに苦労するところもございまして、自治体等に大

分頑張って参加者を呼びかけていただいたりしているというところもございます。 

 表５のほうですけれども、それに対しまして、健康食品を例に挙げております。福

島に関係なく全国でやっておりますが、開催回数はそれなりにやっていまして、人数

はそんなに減ってきていないというか、大体そのときの会場が埋まるぐらいというこ

とが見て取れるのではないかと思います。 

 次の10ページ、我々が集めた、御参加いただいている方の構成なども分析をしてお

ります。これは差換が生じておりまして、差換版のほうを見ていただきたいのですが

大体放射性物質のほうは40代、50代がボリュームゾーンになっております。対照とし

て載せております健康食品のほうも、大体40代、50代がボリュームゾーンとなって、

年齢構成にはそんなに大きな差はないかなと思います。 

 11ページ、参加者の属性の構成ですけれども、これも差換版を見てください。表題

があれですけれども、上が放射性物質で、下が健康食品になっています。これは、上

のほうのボリュームゾーンを見ていただきますと、行政関係者が30.6％、次が消費者

団体が26.3％、食品関係事業者が23.3％といったところが関心が高い、御出席いただ

いているということになります。下の表、健康食品ですけれども、一番多いのは食品

関係事業者で、次が行政関係者で、３番目が消費者と消費者団体ということになって

いまして、放射線のほうは、我々はなかなか消費者の方に届かないと思っていたので

すけれども、それでも放射線のほうは頑張っているということで、消費者の方にも団

体の方にも放射線のほうがちょっと多目に来ていただいているという形になっており

ます。これは、構成自体は実は年度を追うごとに消費者の方が減っているかというと、

そうではなくて、平成24年度の929人では26％で、平成27年度の62人というのも24％で

すので、消費者の割合がどんどん減っているということではなく、そのままの割合で

来ている感じになっております。 

 次の12ページ、「リスクコミュニケーションの実施」のその２ですけれども、今ま

でのが４府省連携、関係省庁と連携して行ってきたものです。これ以外に、消費者庁

が独自で関係省庁と連携しないで行ったものもございます。これは主に地方公共団体

等の依頼を受けまして、放射性物質について意見交換会を実施しております。これに

は、消費者庁の職員が行政関係者として出席して、Q&Aを配って紹介をしたり、意識調

査の中身を紹介したりということもしています。 

 詳細は次の13ページになります。これは、消費者庁が地方自治体等と連携してやっ

たものですけれども、最初、23年度、24年度は自ら主催したというのがありますが、

25年度以降は地方自治体や団体等と共催をして行っております。それ以外にも、共催
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をしないで講師派遣とか後援などをしているというのもございます。大体25年度以降

は年度に100件ぐらいそういう取組をしています。 

 次の14ページ、「消費者庁による意見交換会」ですけれども、これは我々は結構精

力を傾けてやっておりまして、というのは、平成24年度を見ていただきますと、消費

者庁から職員を派遣した意見交換会が146回あったということで、大体稼働日数200日

と考えると、稼働日数の半分以上を誰か出張してやっているということになっており

ました。うち半分ぐらいの70回は福島県に行っているということになっています。そ

の後、だんだん消費者庁からの派遣ありというのが減っておりまして、平成27年度に

は33回、うち福島県には25回。消費者庁からの派遣をしないものが増えていまして、

平成27年度には61件ということになっています。61件で、派遣なしのうち福島県が61

件になっていますので、派遣なしは全て福島県で、福島県以外のところには全て職員

を派遣して何かしら紹介をしているということになっています。 

 15ページ、「リスクコミュニケーションの促進」に入ります。促進なのですが、一

つ支援ということで、今、消費者庁が単独でやっていたリスクコミュニケーションと

いうのは共催等になっていますので、ほぼ同じ内容になっております。地方公共団体

が実施している意見交換会のリスクコミュニケーションについて、消費者庁と連携を

募って、講師を派遣したり、有識者を誰かいませんかと聞いてきたときに紹介をする

とか、講師謝金を出したり、会場賃借料等を協力・支援しています。これは、年度の

初めぐらいに各地方自治体等に事務連絡を出しまして、もしこういう御要望がありま

したら御相談くださいということで、募っておるものでございます、希望に応じて「食

品と放射能Q&A」とかリーフレットを提供しております。 

 次に16ページ、「リスクコミュニケーションの促進」の②ですけれども、実際に共

催をしてやるということ以外に、さすがに職員を毎回毎回派遣してやるのも大変です

ねということで、こちらの人手も足りませんので、何とかしてできないかということ

で、リスクコミュニケーターを養成しようとしたことがございます。これは平成25年

度に研修を行いまして、約3,400人のリスクコミュニケーターを養成いたしました。こ

れは１日出てきていただいて、放射性物質に関する研修を行って、今、習ったことを

皆さんに伝えてくださいということをやったものです。リスクコミュニケーターはそ

の後、地域に帰りまして、意見交換会とかミニ集会を開催したり、Q&Aやリーフレット

を配布していただいたりして、放射性物質に関する理解やコミュニケーションの促進

に貢献していただきました。 

 その内容ですけれども、次の17ページ、活動実績報告というのをいただいておりま

して、ほぼ25年度、26年度の記録ですけれども、相談対応ですとか、リーフレットの

配布、DVDを上映していただいたり、ミニ集会を開催していただいたりしているという

ことでございます。このリスクコミュニケーターの方ですけれども、いろいろと新し

い知見等も出てきますので、知識のアップデートのために、メールマガジンを作って
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おりまして、それで新しい情報などを提供するようにしておりますけれども、アドレ

ス等が切れてしまったりする方もいらっしゃいまして、メールマガジンで現在つなが

っているのは大体700人ぐらいという感じになっております。 

 続きまして18ページ、まとめです。消費者庁は３つのミッションがございました。

１つは事務の調整、もう一つがリスクコミュニケーションの実施、それから、地方等

のリスクコミュニケーションの促進ということでございます。平成21年９月に設立さ

れましたが、平成23年３月に東京電力福島第一原子力発電所の事故を原因として、食

品に関する新たなリスクが発生したということでございますので、このリスクに早急

に対応して、消費者の方に科学的知識に基づく行動をとっていただくことを目的とい

たしまして、これまで食品と放射性物質に注力をしてリスクコミュニケーションを実

施してきております。その中で、例えばQ&Aを取りまとめて配布する、意見交換会等を

実施することによって、福島県での消費者の理解が増進するなど一定の成果が見られ

ているのではないかと思います。事務局としては、このように取りまとめております

けれども、本日、ここでもっとこういう成果もあるのではないかなどという御意見を

いただければと思っております。 

 なお、次の19ページ、本日の議論に際しましては、参考でつけておりますけれども、

「食品の安全に関するリスクコミュニケーションのあり方について」の一般的な考え

方は、食費安全委員会さんでやっていただきました企画等専門調査会の取りまとめを

参考としていただきまして、それに従うことにしたいと思います。また、放射性物質

の関係で、当初わっと情報がない中でいろいろ行ってきた最初の頃の情報提供ですけ

れども、それはリスクコミュニケーションとしてではなくクライシスコミュニケーシ

ョンと位置づけたいと思います。今回は４回という限られた時間でもありますので、

クライシスコミュニケーションまで立ち入っているとなかなか取りまとまらないと思

いますので、今回の議論ではクライシスコミュニケーションは取り扱わないこととさ

せていただきたいと思います。 

 以上で資料２と資料３の御説明を終わらせていただきます。ありがとうございまし

た。 

○関崎座長 ありがとうございました。 

 今、御説明がありましたように、本日の会合は食品に関するリスクコミュニケーシ

ョンにおける消費者庁の役割とこれまでの取組実績を確認いたしまして、その成果に

ついてまとめるということにあります。御承知のように、消費者庁は消費者にかかわ

りのあるさまざまな製品についての情報提供ですとか、必要な施策を行っております

けれども、その中でも本日は食品というものに絞ってやっていこうということです。 

 では、早速ですけれども、今、御説明がありました資料の内容について質疑応答等

を行っていきたいと思います。大変大部にわたっておりましたので、それぞれパート

に分けて進めていこうかと思います。もし必要ならば最後に全体を通してという御意
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見も拝聴しますので、まずは分けてやっていきたいと思います。 

 最初に御説明いただきました資料２をお手元に御用意ください。消費者庁の役割に

ついて、今、御説明がありましたけれども、これに関して御質問ございますでしょう

か。挙手いただければこちらから御指名いたします。よろしくお願いします。先ほど

御説明がありましたように３つの役割というのがあって、それについてのベースとな

る法律のことも書かれてあります。 

 全て納得ということで。 

 最後の役割の（３）に消費者庁は相互に連携するというのは「消費者庁・事業者・

行政関係者等」と書いてありますけれども、「等」の中にはマスメディアとか、ある

いは教育関係とか、そういうものを想定すればいいのでしょうか。 

○藤田消費者安全課企画官 そうですね。「等」ということですので、教育関係者等

は重要だと思います。 

○関崎座長 よろしいですか。 

 これは基本のところですので、また後で何か御意見がございましたらお受けします。 

 では、次、非常に分厚い横長の資料３になります。長いので、中を少し分けて御意

見をいただきたいと思います。 

 初めに「１．リスクコミュニケーション全体に係る事務の調整」について、２ペー

ジに担当者会議についていろいろ書いてありますが、これについて御意見ですとか御

質問がございましたら、どうぞ。 

 よろしいですか。今、御説明がありましたけれども、担当者会議に関連する役所の

担当者が何と隔週で集まって相談されているということで、国民の目にはなかなか見

えないところですけれども、いろいろうまく回るようにということで、よく役所は縦

割りということを批判されますけれども、そういったことがないように情報交換され

ているということですが、よろしいですか。 

 夏目さん、どうぞ。 

○夏目構成員 担当者会議でもって、リスコミのテーマとか、日程とか、具体的な内

容等も調整されているというお話でございました。消費者の意見を政策に反映すると

いうことがとても重要だという御説明が最初にありましたけれども、この担当者会議

では消費者の意見を反映させるためのもとの資料というのはどういうところからお取

りになっているのでしょうか。例えばリスコミのアンケートとか、意識調査もなさっ

ているかと思いますので、少し詳細にお聞かせいただければと思います。 

○藤田消費者安全課企画官 リスク評価機関としての食品安全委員会、リスク管理機

関としての厚生労働省、農林水産省、環境省とともに、消費者行政を担当する立場と

して消費者庁が参加しております。消費者庁が参加している意味といいますのは、リ

スコミの会議のたびに、事前にアンケートを配って質問をとったり、終わった後にア

ンケートをとって意見を聞いたりしている中で、こういう意見が来たから次はこうし
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ようとか、今回はこういう意見が来たのでこういう会にしようという立場で消費者の

意見を中に反映させていくということになっております。 

○夏目構成員 ありがとうございます。 

○関崎座長 よろしいですか。 

 ほかに何かございますか。 

 では、また後で何か御意見がございましたら、どうぞお申し出ください。 

 ないようですので、次にいきます。次は、「『食品と放射能Q&A』の作成・配布」と

いうことですので、３ページから４ページまで、同じ内容になっております。これに

関して何か御質問あるいは御意見ございましたら、どうぞ。 

 金川さん、どうぞ。 

○金川構成員 今回、この７回の調査の結果とかを拝見させていただいてずっと思っ

ていたことは、なかなか発信が難しいのだなということで、そのことはまた後でどこ

かで触れさせていただきたいと思いますが、その一つとして、このQ&Aはすごくよくで

きているなと思って、いいなと思って拝見させていただいていたのですが、配布先が

どこなのか、具体的に、例えば15万部、福島全戸というのはわかりましたけれども、

それ以外はどういうところに大部なほうは発信されたのかということと、ミニ版の１

万5,000部というのはどういうところに、つまり、福島県内外と機関、学校なのかどう

なのかみたいなところを教えていただけませんでしょうか。 

○関崎座長 配布先の内訳ということですね。 

 事務局、お願いします。 

○藤田消費者安全課企画官 主にリスクコミュニケーションをやる場、意見交換会で

配ったり、自治体等もリスコミをやる際にこれが欲しいからといって要望が出たり、

学校で授業等で使うからといって要望が出たりということがございます。なので、具

体的にどこに何部というのはわからないのですけれども、そういうさまざまな団体等

から要求があったときに送って配っていただくということになっています。 

○金川構成員 要求があったら出すというやり方ですか。つまり、消費者庁から例え

ば図書館に置くとか、積極的にここは全部情報発信の拠点としてという系統的な配布

先の計画とかがあって、そこに配るみたいなことはなさっていないのですか。 

○藤田消費者安全課企画官 済みません。それはやっていないです。たしかPDFをホー

ムページに載せてあるのですが、系統的にこことは配っていないです。 

○金川構成員 もったいない気がしますが、わかりました。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 そのように系統的に配るということは効果として非常に重要だと。 

○金川構成員 多分、ここから先出てくる、つまり、研究論文を見てもそうですし、

今後も出てくると思うのですけれども、リスコミをするのに情報がないとか、判断を

するのに、今回の調査もそうですが、リスクについて知らなかったというのがいっぱ
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い出てきますね。どこから情報を入手したのといったら、一番多いのはマスコミ、メ

ディアからというのがあります。残念ながら、これだけ苦労されていても、ほとんど

みんなここから情報をとっていないというのがあって、ここまで作っているのなら、

そこから先がもったいないといつも思っていたので、今回、質問してみました。私と

してはやってはどうかと。後につなげます議論で。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 長村先生。 

○長村構成員 放射線のリスコミに関して、リスクコミュニケーター養成のときに、

うちの団体が何回か協力させていただきました。協力したメンバーから、本当に資料

は非常によくできていて、DVDもちゃんとしたのがありまして、来られる消費者庁から

説明される方も非常に的確に説明されていて、結論から申しますと、これは本当に国

民全体に知らせたらいい内容であるとの多くの報告を受けております。 

 今、おっしゃるように、多分、図書館だとか消費生活センターだとか、あちらこち

らに置いておいたらいいだろうと思われるのですが、予算の問題が大きいと思うので

すよ。では、PDFにあるからといって、積極的に取る人はいないと私は思うのです。私

たちもここら辺で、うちの団体での反省の中でも、伝えるための手段を基本的に開発

しないといけないのではないかというのが出ておりました。私は予算的な面から、現

状はやむを得ないのではないかと見ております。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 ほかに何か御意見、御質問ございませんか。 

 松永さん。 

○松永構成員 PDFのダウンロード件数とか、ダウンロードはしなくても読むというよ

うなところは把握できていないですか。というのは、現状でどのぐらいというのは、

この数字だけではなくて、PDFの情報の伝播力というのもある程度わかればあったほう

がいいと思うですが。 

○藤田消費者安全課企画官 このPDFが置いてあるホームページへのアクセス数はこ

れまでで226万件のアクセスがあります。件数的にはそれなりになるかな。 

○松永構成員 これまでというのは、そのページをつくられた４年、５年近くでトー

タルということですね。 

○藤田消費者安全課企画官 28年３月31日までの集計です。 

○松永構成員 という意味では少ないですね。 

 ありがとうございます。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 ほかにございませんか。 

 松本さん、どうぞ。 

○松本構成員 私、食品産業センターなので、事業者の意見ということで、少しお伝
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えさせていただきたいのですが、Q&Aですけれども、食品メーカーがかなり参考にさせ

てもらっていたと思います。今回はクライシスのほうは扱わないというお話でしたけ

れども、当時は知識のよりどころがなくて、このQ&Aで食品メーカーはとても助けられ

たというのが実際はあったのです。ここに書いてあることで、まず、基礎知識を学ぶ、

というところではすごく助かりました。 

○関崎座長 ありがとうございます。いい御意見をいただいてよかったですね。 

 ほかに何かございませんか。 

 では、先ほどと同様に、後でまた何かありましたら、どうぞおっしゃってください。 

 次にいきます。次は「風評被害に関する消費者意識の実態調査」です。５ページ目

と６ページ目にわたって説明されているものですが、これに関して何か御意見、御質

問ございますか。 

 中村さん、お願いします。 

○中村構成員 まず、５ページ目なのですけれども、この調査は今まで７回されてい

らっしゃるということなのですが、対象地域は全て一緒ですか。 

○藤田消費者安全課企画官 同じでございます。 

○中村構成員 西日本は私と大阪の方と２人しかおられないのですが、実際の出荷先

以外のところのデータを恐らく把握されていらっしゃらないですね。九州でもいいの

ですが。 

○藤田消費者安全課企画官 そうです。始めたのが風評被害に関する意識調査という

ことで、風評被害対策を何とかしなければということで、政府全体の方針のもとで行

っていますので、主要仕向先となっています。 

 九州のほうに行っているのですけれども、主要な仕向先としてはボリュームが小さ

いということですので、首都圏と中京圏、関西圏に絞らせていただいています。 

○中村構成員 わかりました。 

 実際、例えば６ページの折れ線グラフ等は、例えばこれは福島県内、出荷先だとは

思うのですけれども、確かにおっしゃるとおり、東北の野菜とかは余り近所のスーパ

ーでは見ないかなという気はするのですが、風評被害が起こり得る、多いだろうとい

うところだけ調査されるのは、最初のうちはしようがないと思うのですけれども、７

回もされてあるのだったら、そろそろほかのところのデータもとられたらいかがかな

と。 

 何故かというと、私は保健所におりますので、食品に関していろいろな質問もいた

だきますし、苦情とかも受けるのですけれども、実際、地震があった直後というのは

確かに放射能関係の質問が多かったですし、例えば地域に出向いていろんな講話をし

たり、まさしくリスコミみたいなことをやっていたのですけれども、最近、実際にそ

ういう類の質問を受けるかというと、ちょっと私のところにまでは回ってきていない

のです。それは地域差ということで、こればかりはしようがないことだと思うのです



18 

 

けれども、実際、そういったところの人はどう思っているのかと。もちろん予算の関

係とかもありますので、難しいというのは重々承知なのですけれども、できればぜひ

調査みたいなものを、しかもこれはネット調査みたいですので、やっていただければ

という気がします。 

○関崎座長 事務局、いかがですか。 

○藤田消費者安全課企画官 ありがとうございます。 

 最初に取っていなかったので、時系列の変化ということでは取れないと思います。

あと、この調査自体も今、７回を数えておりまして、今後、変化がどうなっていくか、

余り変化がなくなっていくのかどうかというところもございますので、この調査のあ

り方自体も検討していきたいと思います。 

○三宅構成員 私たちイオンでお客様の声をいっぱい聞くのですけれども、そういう

意味では、逆に西日本のお客様のほうが厳しい御意見がまだ残っているというのが現

状で、今、ここで見ていただいて、福島県在住の方の納得度合いが、理解度が一番進

んでいるという表になっているように見えるのですが、もちろん私どもにいただくお

声が100％ではないので、それを正とするかどうかはともかくとして、いただく声とし

ては割と厳しいものが多いのかなという印象は受けています。 

 もう一つ、これはインターネット調査ということで、いつも大体5,000強をｎとされ

ているのをずっと継続されているのですけれども、インターネット調査は自発的に来

られる方を対象としていて、多分こういうことに意識の高い方が自発的に手を挙げら

れているという構図はあるのでしょうか。どのようにそもそも投げかけをされている

のかというところが読み取れなかったので、全体、いろんな方々がいらっしゃるので

すが、その中でこれに参加される方の御意見の総称がどこら辺だと思っていればいい

のか、どのようにご覧になっていらっしゃるのかというのはお聞きしたいと思いまし

た。 

○関崎座長 いいですか。 

○藤田消費者安全課企画官 これはインターネット調査ですけれども、調査会社に登

録されている方がございまして、その中からいろんな要素で抽出してきて、送り先を

決めているとたしかやっていたと思います。ですので、そこにそもそも登録してもら

っているという段階でバイアスがかかっているかもしれないとは思います。ただ、こ

ういう調査は、最初、緊急にやらなければいけないといったときに、限られた予算で

何千人の調査をしていくというときに、一番手軽にといったらあれですけれども、で

きるのがインターネット調査かなと思っております。最初に決めた質問事項でずっと

やっていますので、その質問項目が本当に今から見てもいい質問項目なのかどうかと

か、いろいろあるのですが、それは継続性を重視しておりまして、変えずにやってき

ているということになっています。 

 先ほどもちょっと言いましたけれども、７回やってきていますので、これはこれで
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非常に継続性のある重要なデータとは思いますけれども、それ以外にももっと、例え

ば九州とかもやったほうがいいのではないかといういろいろな要素がありますので、

調査のあり方というのは今後、検討の余地はあるのではないかと思っております。 

○関崎座長 よろしいですか。 

 金川さん。 

○金川構成員 調査に関しましては、今のインターネットは私たちもよく使うので、

今、おっしゃるこれが母集団として適切かどうかというのはよく議論になるところで

すが、インターネットに登録している人というのは必ずしも問題意識が高いというわ

けでもなくて、ポイントを稼げるからみたいなのもありますので、そういう意味でい

うと、関心の高い人の集まりではないというのがまずは前提に置けると思います。 

 その上で、この調査、きょうはこれがここの議題に挙がっている理由は、今後のリ

スコミをどうするかとか、そういうことのためにここの結果が挙げられているのだと

思うのですが、そのためには恐らく今までの結果から、これまでやられたリスコミの

検証、効果性がどうだったかみたいなことを何とかここから読み取ろうとなさってい

るという努力もあるのではないかと思うのです。 

 ということからしますと、ずっと私はインターネットのダウンロードした分だけを

拝見していたのですが、７回分ですけれども、このように回答者の居住地による分析

が、例えば今日、福島県産の購入をためらう人という分析がここに出ていますけれど

も、インターネットに出ている報告書には出ていませんね。最後の「あなたは、放射

線による健康影響が確認できないほど小さな低線量のリスクをどう受け止めますか」

みたいなところで、十分な情報がないからリスクを考えられない人の割合が増えてい

るみたいな結果がありますね。こういうのはそれこそリスコミがどれだけ功を奏した

かというところの一つの指標になると思うのですけれども、そうすると、先ほどの回

答者の地域によってどう違ったという分析は、恐らく一番中心的にやられた福島と、

そうでないところというので、回答が違う可能性も出てきていると思うので、お出し

にならなかったのは差がなかったのか、それとも何か理由があるのかということを伺

いたいのです。まず、私としては一番欲しいのは、先ほどのリスコミの効果を問うの

であれば、リスコミをやった地域とそうでなかった地域の比較分析だとか、そういう

ものの結果が出れば判断しやすいと思うわけです。 

○関崎座長 この研究会は本当に消費者庁がこれまでやってきたリスクコミュニケー

ションのやり方がこれでよかったのかどうか、あるいはそれをどうやったら評価でき

るのかをお話し合うのが一番大事な目的の一つだと思います。今、金川さんの御質問

はまさにそこについてのお話しだったのですけれども、事務局のほうから何か。 

○藤田消費者安全課企画官 今のは多分、今日付けている（参考３）の問20を、福島

県の人とそうでない人と分析したりしたらいいのではないかという。 

○金川構成員 全部ですよ。言ってみれば、せっかくだから、全部まとめての結果だ



20 

 

けではなくて、回答者の４つの地域の、例えば今日出していらっしゃる報告書で言う

と、６ページに２つ並べていらっしゃいますね。こういう分析をやってもいいし、か

つ、精力的にリスコミを行った地域とそうではないところの比較という分析もできま

せんかという、もしあったら教えてくださいというお願いです。 

○藤田消費者安全課企画官 済みません。今時点ではそこの分析はしていないので、

次回までに可能な限りやってみたいと思います。元のデータと分析できる、できない

と、情報量で、データでどれぐらいできるかわからないですが、できるところまでや

ってみたいと思います。 

○金川構成員 継続的な、経時的データというのはすごく大事なので、これはこれで

このやり方でお続けになるといいと思うのですけれども、それについて直後からなさ

らなかった理由は何なのですか。消費者庁はまだなかったのか。 

○藤田消費者安全課企画官 消費者庁はあったのですけれども、リスコミとの関わり

はまだできたばかりで、なかなか人員も整っていなかったということもありまして、

最初はリスコミのほうにわっと人手をつけて説明会などもあって、なかなか手が回ら

なかったということがあります。ちょっと落ちついてきて、風評被害の調査もやった

ほうがいいのではないかということで、やり始めたのです。 

○金川構成員 ありがとうございます。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 私からも、今のお話に関連するのですけれども、リスコミをきめ細かく継続的にや

っているところにはきちんと情報が伝わっていて、その結果、風評被害とかは相当下

がるというのは調べるまでもないことだと思うのです。先ほどからリスクコミュニケ

ーションをこれだけやりましたという実績を拝見すると、被災地とそうではないとこ

ろという分け方をして、被災地でこんなにたくさんやっていますというお話をされて

いましたね。ですから、被災地の方はよく理解していらっしゃるというのはその結果

なのだと思うのです。 

 そうではないところの人たちにも同様にやらなければいけないのかなと思うので、

これから被災地とそうではないという分け方よりも、先ほどの中村さんの話も関連す

ると思うのですけれども、消費地のほうにもう少し注目して、きめ細かい継続的な情

報提供を、少し方向をそちらのほうに向けたらいいのかなと思ったのです。 

○藤田消費者安全課企画官 ありがとうございます。 

 まさに２回目ぐらいで課題と今後の展開方向というところにつながる話ではないか

と思いますので、そのようにやりたいと思います。 

○関崎座長 今の部分、まだ御意見ございますか。あるかもしれませんが、ちょっと

時間が進んでいますので、次に行きます。またもし何か後でどうしてもということが

ありましたらお受けいたしますので、御了承ください。 

 では、次は８ページから11ページ、差換の資料が入りますけれども、「関係府省連
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携による意見交換会」についてです。これに関して御意見、御質問ございますか。 

○池田構成員 私は、平成24年に消費者庁さんの依頼を受けまして、消費生活相談員

として健康食品のリスクコミュニケーションのパネリストとして出させていただいた

ことがあるのですけれども、そのときに東京と大阪と福岡の３カ所で行ったのですが、

来場された方は健康食品のメーカーさんがほとんどでして、あとは保健所の方ですと

か、消費生活センターの相談員、あるいは消費生活行政の役所の方がほとんどでして、

本当に消費者の方はほんの一握りということで、私たちはすごく準備をして参ったの

ですけれども、非常に残念な思いをしたという経験があります。 

 先ほどの御説明も、その後経た５年間においても、圧倒的に事業者の方ですとか行

政機関の方が多いということで、一般消費者の方に対する意見交換会のアナウンス、

周知というものをどのようにしていらっしゃるのかというのをすごく残念な思いで今、

目にいたしました。 

○関崎座長 いかがですか。 

○藤田消費者安全課企画官 周知という点では、プレスリリースをして、メディア等

に取り上げていただければそこに載るし、あとは地方自治体等にもお願いをして、関

係する団体等に下のほうにまいてもらうというお願いはしております。最近では、ツ

イッターとかフェイスブック等でもお知らせをしたりしておりますけれども、なかな

かそこら辺のリーチが不足しているというのは当方としても問題意識として持ってお

ります。 

 もう一点、これも第２回の課題のほうになるかとは思いますけれども、周知しても

なかなか消費者の方が平日の昼間にそういう会議に出てくるかというと、私も子供を

持って働いていますから、多分、関心があってやっているからといって行くかといっ

たら、まず行けないです。ということがございますので、そこら辺の、シンポジウム

形式でやってきたというところを含めて何か考える必要があるのではないかというこ

とは、次回の問題提起として考えております。 

○関崎座長 長村さん。 

○長村構成員 今の追加になりますけれども、おっしゃるように、いろいろ広報され

て集められても、本当に集まる人が限られている。現状の土日がないというのも非常

に大きな問題のように感じております。 

 今年の２月に機能性表示食品の全国でやられたものの大阪の会場に行きましたとき

に、司会者が御存じの方はどれぐらいおられますかと言ったら、80％ぐらいの方が手

を挙げられたのですけれども、一般消費者で機能性表示食品制度が消費者庁の管轄で

動いているというのを知っている人は、まだ今、10％いるかいないかというぐらいが

実情であると思っています。そこの中で、安全性だ、有効性だということをわっと議

論するよりも、まず、一般市民の方にこれがどんなものかというのをわかるようにし

てあげるための基本的なリスクコミュニケーションのあり方というのを考える必要が
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あると私は思っております。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 10％というと、テレビのクイズ番組では超難問というレベルですね。 

 事務局。 

○藤田消費者安全課企画官 ありがとうございます。 

 まさにその辺は非常に大きな課題だと思っていますので、次回までに考えたいと思

います。 

○関崎座長 ほかに何か。 

 夏目さん。 

○夏目構成員 資料の９ページのリスコミの意見交換会の参加者数のところで、ちょ

っと私、説明を聞き逃したかもしれませんけれども、24年度を別にしまして、25年度

から27年度まで１回当たりの参加者数が減っているというのをどのように解釈してい

らっしゃるのですか。 

 例えば食品中の放射性物質について、ある程度参加者の方が理解をしているので出

てこなくなったのか、そもそも食品中の放射性物質に対する国民の関心が低くなって

きたのでこういうものが開かれても参加をしてこないとか、いろいろな見方があると

思うのですけれども、主催する側としてはどのようにこの数字をお取りになっている

のでしょうか。 

○藤田消費者安全課企画官 まず、ちょっと訂正ですけれども、表５の右の合計の数

字が間違っておりますので、今、口頭で修正させてください。上から21、2,548、120、

1.3となります。後ほどまた差しかえの資料のPDFを送らせていただきます。申し訳ご

ざいません。 

 出席者が減っているということですけれども、これまで一度24年のときに基準値が

改定されまして、そのとき、非常にその説明で回って、関心も高かったのですけれど

も、だんだんアップデートされる内容も少なくなってきているということで、関心も

割と低くなってきたのかなと思います。 

 実は、今年また８月と９月に郡山と東京でリスコミをやろうとして、放射線関係な

のですが、実はこれは非常に参加者が多かったのです。オーバーするぐらいの人数で

応募していただいておりますが、何でかというと、募集案内のところに、これまで５

年間取り組んできました。一定程度成果が見えました。なので、今後、検査のあり方

とかについてみんなで考えていきたいと思いますというようなことを書いたので、何

か変化がありそうな雰囲気のことを開催要領のところに書いたので、何かあるかもし

れないということで関心が高まったのかなと考えております。27年度まではそれなり

に今までのあり方の継続でやっていたところで、ちょっと関心が下がってきていたの

かなと思います。 

○関崎座長 ありがとうございます。 
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 ほかに。 

 中村さん、どうぞ。 

○中村構成員 ２点ございます。 

 まず、１点目は、先ほどの開催の件なのですけれども、先ほど池田構成員がおっし

ゃった福岡で開催したときはたしか自治体のほうに連絡が来て、保健所にも来て、市

町村に広報依頼を出したり等の対応をして、実は私、行ったのです。ただ、それでも

人数が少ない。もちろん平日開催ということも一つの要因だと思いますけれども、次

以降の話になるのかと思うのですが、自治体に何をお願いするか、自治体との協力に

ついても、考える時期に来ているのかなという気がいたします。これは単なる意見で

１点目です。 

 ２点目なのですが、これはちょっと教えていただきたいのですが、資料の８ページ

目、食品に関する意見交換会のテーマなのですが、このテーマは最初に御説明いただ

いた２週間に１回やっている会議で決めているのですか。 

○藤田消費者安全課企画官 そうです。 

○中村構成員 これが保健所の現場にいると、少し内容的に乖離していて、もちろん

こういう問い合わせもないわけではないのですが、もちろん放射能のこともあります

けれども、どちらかというと、例えばスーパーで何か買って食べたら腐っていたとか、

中に虫が入っていたとか、木くずが出てきたとか、そちらのほうが多いのです。うち

だけではないと思うのです。ですので、今後のテーマの選定ということに関しても、

恐らく２回目以降の議論になろうと思いますけれども、少し方向転換というか、幅広

い視点でお考えいただく時期に来ているのかなという気がいたします。 

 以上です。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 事務局。 

○藤田消費者安全課企画官 ありがとうございます。 

 テーマの選定については第２回以降で検討したいと思います。 

 ちょっと教えていただきたいのですけれども、異物混入のリスクコミュニケーショ

ンとはどんなことが想定されるのですか。 

○中村構成員 実は１回やったことがあるのですけれども、これはリスコミというか、

メーカーさん、流通さん、消費者さん、要するに立場の違う方を呼んで、メーカーさ

んからすると、100％の安全というものは非常に難しい。ところが、消費者は当然安全

なのでしょうという、考え方にずれがあるという、これも事実だと思いますので、こ

のギャップを埋めるためにお互いがお互いのことを話していったというのは、いつだ

ったかもちょっと思い出せないのですけれども、やったことはあります。ただ、それ

が効果的かどうかの検証ができていないというのは反省点かなと思います。 

○藤田消費者安全課企画官 ありがとうございます。 
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 実は、意見交換会のテーマを考えるとき、異物混入というのは今まで考えたことが

なかったので、非常に参考になりました。ありがとうございます。 

○関崎座長 どうぞ。 

○三宅構成員 異物混入は大変私たちも深く深くかかわり合いを持っているのですけ

れども、リスクコミュニケーションのテーマとして挙げるかどうかという判断はちょ

っと置いておいて、すごく共通認識として持ちたいと思うのは、例えば虫が入ってい

ましたといったときに、ホウレンソウに虫がついていた、キャベツに虫がついていた

ということが安全か安全ではないのかみたいなことも、最近、消費者の方々はないこ

ともたくさんあるので、そういったことを、安全と安全ではないもの、同じ異物でも、

安全な異物というと変な言い方になるかと思うのですけれども、リスクの低い異物と

リスクの高い異物があるというところの判断はしないと、やみくもにコストを上げて

いったり、そういった話は、もしかしたら今までだったら常識の範囲だったことが、

今、そういうコミュニケーションもとったほうがいいのかなと思うときはあります。 

○関崎座長 どうですか。 

○藤田消費者安全課企画官 ありがとうございます。非常に参考になります。 

○関崎座長 よろしいですか。 

 松永さん、どうぞ。 

○松永構成員 今のお話は、製造の実態を消費者が知らないということが多いのだと

思うのですけれども、果たしてそれを消費者庁とか国とかがリスコミとして取り上げ

たほうがいいのか、あるいはもっと自治体とか生協さんとかで実際に異物混入のリス

コミとかをやっていますので、国が入らないところでもっと実態に近いところでやっ

たほうがいいという判断もあるかと思うのです。 

 ですので、消費者庁がやるべきこと、国がやるべきことというところは、関心が高

いからやるということではないのだと私は思うのです。自治体とか事業者ではできな

いところをきちっと消費者庁がやるということを整理したほうがいいのかなと思って

います。 

 それから、もう一点、ちょっとおたずねしたいのですが、７ページ目の意見交換会

で、いろいろなやり方をしましたというお話のところで、先ほどアンケートをとって

いて、結果をもとにしてまた次を考えておられますというお話でした。そこら辺のア

ンケートを解析するということを今までされたことがあるのか。解析までいかなくて

も、感触とかという面もあるのですね。ですので、そこら辺も次回、少し情報提供し

ていただけると、どんなやり方がいいのかなということを考えることができるのでは

ないかと思います。 

 消費者庁の意見交換会というと、職員の方が来られて、有識者がお一人ぐらいでさ

れるようなパターンもありますし、４省連携になるとだっと並んで10人ぐらい壇上に

並んで、１人10分ぐらいしか時間がなくて、わけがわからないまま終わってしまうこ



25 

 

とも実際に行われていて、私もそこの上に上がってしまって途方に暮れるという経験

もあるのです。あるいは、車座形式で20人ぐらい、多分これはすごく効果があるはず

です。だけれども、消費者庁がわざわざ国の予算を使ってやるというときに、その効

果をどのように、20人ではなくて、それ以外の一般の方への波及というところを考え

たときに、それを国がやるべきなのか、あるいはやはりこの方向性だとちょっと効果

的ではないと判断するのか、そのあたりがアンケートの結果をもとにした解析とか、

実際にされた方の感触というところから見えてくると思いますので、少しそこを整理

して、次回、情報提供していただければと思います。 

○関崎座長 事務局、どうですか。 

○石川消費者安全課長補佐 ありがとうございます。 

 会場で採るアンケートとなりますと、時間の制約もあって、十分な質問ができない

というのが常です。表裏合わせて数問になるのですけれども、その中では大体皆さん、

理解できましたかと聞くと、理解できましたといって帰られるのが常で、今、松永先

生がおっしゃった解析というのは、例えばどんなイメージでしょうか。 

○松永構成員 そのときそのときでいろいろなことがありますので、網羅しての解析

というのはなかなか出てこないのだろうと思いますが、大分御経験されて、どうもこ

ういうことをしたときにはうまくいったというような感想、感触みたいなものも消費

者庁の方々それぞれお持ちなのだと思います。それは引き継がれているはずなので、

それも今後を考えていく上で、とても大事な中身のある情報ですので、そういうこと

を少し御提供いただければということです。 

○藤田消費者安全課企画官 うちの職員がたくさん行っていますので、主観というこ

とでよければ取りまとめてみたいと思います。紙にするか、口頭にするかはあります

が、主観ということで取りまとめてみたいと思います。 

○関崎座長 金川さん、どうぞ。 

○金川構成員 もしよろしければ、アンケートもどんな聞き方をされたか次回見せて

いただけませんでしょうか。理解できましたかといったら、みんなうんと言いますの

で、聞き方の問題というのは非常に大きくて、実は食品安全委員会のときに見せてい

ただいて、それはいけないといって、つくり直しをしたことがありますね。なので、

見せていただければと思います。お願いします。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 さまざまな御意見を頂戴しましたけれども、時間も少し迫っていますので、次の話

題にいきたいと思います。今までは「関係府省連携による意見交換会」ということで

したけれども、その次は「消費者庁による意見交換会」ということで、お手元の資料

ですと12ページから14ページまで、この３ページの間にわたっております。これにつ

いて御質問、御意見ございませんでしょうか。よろしいですか。 

 三宅さん。 
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○三宅構成員 ここも、前から何名かの方がおっしゃっていたと思うのですけれども、

全部のリスクコミュニケーションの開催された地区、地方自治体がやったもの、消費

者庁がやられたもの、いろいろ連携してやられたもの、全部の偏りみたいなものはあ

るのですか。多分、被災地が一番多いとは思うのですけれども、全部合計するとどう

見えるみたいなものはありますか。 

○関崎座長 資料はありますか。 

○藤田消費者安全課企画官 割とリスコミをこれまでやっている県とやっていない県

というのはありますけれども、実は１回もやっていない都道府県というのは長崎と宮

崎です。やはり福島県が多くなっていまして、そのほかに、次に多くなっているのが

宮城、千葉、東京、埼玉、京都が多いですね。あとは長野、北海道が多いですかね。

あとは大体１桁の回数になっていまして、やっていないというと長崎、宮崎。 

○関崎座長 よろしいですか。 

 いずれにしても、福島が圧倒的に多いのです。 

 「消費者庁による意見交換会」の点はよろしいですか。 

 では、次の話題に移りたいと思います。その次は「３．リスクコミュニケーション

の促進」というセクションに入ります。 

 最初は「地方公共団体等が行うリスクコミュニケーションの支援」ということで、

15ページに関して御意見、御質問ある方は挙手いただけますか。 

 よろしいですか。この点については御不満はないですね。 

 では、その次「リスクコミュニケーターの養成」ということです。16ページと17ペ

ージの資料になります。この２ページに関して何か御意見、御質問ございましたら、

どうぞ。 

 金川さん。 

○金川構成員 どきどきしながら「リスクコミュニケーターの養成」というところ伺

っていたのですけれども、大丈夫かという気がすごくするのです。つまり、皆さんに

代わって放射性物質の影響であるとか、そういうことを伝えてもらう方ですね。3,400

人、講習か研修か何かで養成されたということですけれども、かつてリスクコミュニ

ケーション官をトレーニングした立場の身といたしますと、大丈夫かという気がする

のがすごくあって、実際どういうことをされていたのかというのが１個。 

 先ほどの連絡が取れなくなっているということで、中途半端な、例えばこの方々が

そうだとは申しませんけれども、連絡を取れなくなってしまってというので、もしも、

中途半端な情報のまま伝達役になると困るのではないかという気もして、どこまで養

成された人たちの力量などのチェックみたいなことを、その後もおやりになっている

のかということ。 

 もう一つは、だからこそなのですけれども、最低限の知識を伝えるということにつ

いては百歩譲ってよしとしても、相談対応と17ページにありますけれども、相談とい
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うのは何の相談に、実際に放射線のことについての内容に立ち入って相談を受けたの

か、それとも、窓口として、これはどこに聞いてくださいという割り振りだけをされ

るための相談対応だったのか、何をなさったのかという、そこの中身によっては随分

と情報がゆがんで伝達される可能性があるのではないかと思ってどきどきしながらこ

こは見ているのですけれども、お教えいただければと思います。 

○関崎座長 事務局のほうから。 

○石川消費者安全課長補佐 ありがとうございます。 

 私のほうから、コミュニケーターの養成研修の概要をお話しさせていただきます。

いろいろ場合があったのですけれども、基本形は、まず、午前から午後まで１つのプ

ログラムとして組み立てておりまして、まずは放射線の基礎知識を有識者の先生に話

してもらうということ。それから、食品中の放射性物質の評価と管理の現状について、

行政側の我々が話しました。それから、午後になりましてからは、放射線の実際の体

験ということで、実際に「はかるくん」という放射性物質を測る機械を皆さんで体験

してもらったり、または霧箱と申しまして、実際に放射線が飛ぶのを見てもらったり、

そうやって理解をしてもらいました。 

 それから、あとは研修で受けた情報なりを相手にどう伝えるかということも大事で

すので、話し方について、専門家の先生を呼んできて、人にどうやって物事を伝えて

いくかというような研修をプログラムを組んでございます。 

 基本的には、手挙げ方式で皆さんに来ていただいて、研修を受けてもらったのです

けれども、我々のイメージとしては、現場で既に消費者の方々と身近に接している保

健師さん、栄養士さんといった方々に来てもらおうということで、この研修を始めて

ございます。あと、長村先生の日本食品安全協会の支部にも大変お世話になって、多

くの方々に来ていただいています。 

○金川構成員 ということは、もともと全くもっての市井の人がちょっと入ってきた

わけではないということですね。 

○石川消費者安全課長補佐 そうですね。 

○金川構成員 もう一つですけれども、研修の後でテストしたか。つまり、模擬的に

やってもらうとか、そういうことはなさいましたか。 

○石川消費者安全課長補佐 していません。ただ、その方々が正確な情報発信できる

ようなDVDのツールであったりとか、Q&Aとかを無償で提供はしております。 

○金川構成員 その方々が実際に現場で伝えたかはどなたもご覧になっていない。 

○石川消費者安全課長補佐 はい。見ていません。 

○金川構成員 それを一回どこかでやりませんか。ちょっとどきどきしています。 

○関崎座長 長村さん、どうぞ。 

○長村構成員 うちの団体は、全国に支部がありまして、全国で一応やらせていただ

きました。その結果ですけれども、そんなに大勢、何千人という会員の全員が動いた
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わけではないのですが、まず、放射線の危険性という問題は、いわゆる一般医療職に

いる人でさえ、かなりの人が知識がないというレベルだったのです。私はこのリーフ

レットは非常にうまくできていますから、若干基礎的な知識のある人にしてみると、

非常にわかりやすかったのです。我々は食のリスクコミュニケーション全般的なこと

をやっておりますものですから、一般市民向けの講演のときに、資料をいただいたり、

DVDを見せたりしてやったことがあります。そこの中で、一般の方々は放射能は怖いと

いうことしか知らなかったけれどもという声が聞こえていたというのは聞いておりま

す。 

 ですから、それなりに、放射能の危険性ということは、学者の間でも意見が分かれ

ている非常に難しい問題であったのですけれども、それなりにこのリスクコミュニケ

ーター養成は、研修会をされた団体によってはさらに知識の孫ができる形はとってい

たと思っております。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 ほかに何か。 

 曽我部さん。 

○曽我部構成員 私は小学校という小さい子供のいる現場にいるもので、リスクコミ

ュニケーターの養成ともかかわってくるのでしょうけれども、小学生のリスコミもや

っているということで、仙台の子供が高い基礎知識があったということを言われたの

ですけれども、リスコミという年齢に小学生が対応できるのか、どういうものをやら

れたのかという内容が気になっています。リスクコミュニケーターの質とか、そうい

うことも今、話題になっていましたので、小学生は教育で、大人になるための素地を

つくっていきます。また、こういうコミュニケーションに参加した年齢層も19歳まで

がすごく少ないことも気になっています。加えて、Q&AのQは誰が疑問に思ったことが

取り上げられているのか、この順番になっている意図を教えていただければありがた

いです。 

○関崎座長 事務局。 

○藤田消費者安全課企画官 実は私、震災が起きた当時は農林水産省の技術会議事務

局というところにおりまして、そこで飛び散った放射線を受けた農作物をどうやって

除染しようとか、そういうのがあって、ヒマワリを植えたらいいのではないかとか、

そういう時代だったのです。そこで、まず、我々は何か起こったときに、上司に説明

しなければいけないのですけれども、まず我々が何もわかっていないので、ネットで

一生懸命調べ、そもそも調べたら、ベクレルとかシーベルトとか出て、何だこれはと

いって出てきたので、調べているうちに、それは電球と同じで、ルクスと何とかとか、

これはこれで説明したら大臣はわかるのではないか、そういうところから実は始まっ

ておりまして、我々が当初、上司に説明するために、非常に一生懸命調べて、何だこ

れはというのを説明していたのが最初の疑問だと思います。我々自身の疑問だと思い



29 

 

ます。 

 その後、いろいろ説明会をしている間に、会場からいろいろな疑問が挙がってきま

すので、それなども取り込んでいったということで、このQ&Aは、出だしとしては我々

自身の何も知らない状況から始まっていますところだと思います。 

○関崎座長 よろしいですか。 

 では、松永さん。 

○松永構成員 今までの消費者庁のリスクコミュニケーションというのは、主に放射

性物質のことだったわけです。今後は、いろんなリスクがあって、そのうちの一つに

も放射性物質があるというところで、分けて考えることがいろいろあるなという印象

があります。 

 例えば先ほどの3,400人のリスクコミュニケーターを養成して、700人とは、歩どま

りが悪いなと思うのですけれども、あのときの状況を考えてみると、私がいろんなと

ころでこれに行きましたという人に何人も会ったのですが、それは自治体の職員でい

ろんな問い合わせがある。だけれども、きちんと確信を持って答えられないというこ

とで、とにかく情報を集めたいと。１日でわかる講座があるよということで、ばっと

行って、一生懸命勉強して、それをもとにして市民の問い合わせに答えるという形の

リスクコミュニケーターだったのです。ですから、ぱっとリスクコミュニケーターと

言われたときの定義と、そのときに果たした役割というのが多分結構ずれていて、そ

ういう意味では物すごく機能した、自治体の方たちはこれで勉強できたから役立った

と整理しておられたのだと思います。それは放射性物質で、あの状況下でとても機能

した養成で、多分部署が変わられたり、いろんなことで700人にまでなっているという

ことで、決して歩どまりが悪いというような形で捉えるべきことではないのだろうと

思うのです。 

 リスクコミュニケーターを今後も養成していく、どういう形で、消費者庁がやるの

かどうかわかりませんが、人材をどう養成していくかということはいろんな場で考え

ていかなければいけないことなので、放射性物質のときの経験の一部を抽出してきて、

今後にどう生かすかという整理を次回からちょっと意識していただけるといいかなと

思います。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 次回への要望まで入っていましたが、いかがでしょうか。 

○藤田消費者安全課企画官 ありがとうございます。 

 実は、なかなか我々のところに、これが役に立ったという感想が聞けなかったので、

現場の方がこれを持って帰って、孫の知識ができたとか、県の職員の方が対応できた

とか、そういう情報をいただけたのは非常にありがたいです。なかなか役に立ったと

いうのが挙がってこなくて、どうだったのかなというのを当方も実は心配しておりま

して、非常にありがたいです。またこれをもとに次をどうしたいか考えていきたいと
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思います。ありがとうございます。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 この件に関してまだ何かございませんでしょうか。リスクコミュニケーター養成と

いう、取組自体は大変すばらしいものだと思うのですけれども、よろしいですか。 

 では、これで一応この資料３にある、消費者庁が行ってきた取組実績は最後のペー

ジのまとめのところになりますけれども、このまとめにとらわれることなく、資料２

と３を全部通して、先ほどまでも後で御意見を伺いますと申し上げましたように、ど

の部分でも構いません。何か今になってからもう一つ質問したい、あるいは御意見を

申し上げたいという方がいらっしゃいましたら、どうぞ。 

 三宅さん、どうぞ。 

○三宅構成員 もう一回放射性物質のリスクコミュニケーションの中の風評被害に関

するアンケートのほうに、意識調査をされたものの17番を見ているのですけれども、

まず、理解が正しいかというところでは、生産地を「どちらかといえば気にする」と

いう方が3,300いらっしゃって、その中の「放射性物質の含まれていない食品を買いた

いから」と答えられた方が、経年でもちろん減ってきているということはわかるので

すけれども、現状で第７回のところで19％いらしたという理解でいいということです

ね。 

 肌感覚的には、私のところでいただく声の感じと多分似た感じかなと、一定数量い

らっしゃるのだろうなと思うのですけれども、全体の今後を考えていく上で、どのよ

うにこれを見たらいいのかというのと、どこに向かっているのかなというのが、そこ

ら辺はどうなのかなというのは、漠然とした質問というか、ここら辺はどのように見

られているのかと聞きたいと思いました。 

○関崎座長 どうですか。 

○藤田消費者安全課企画官 今の御質問は、参考資料３のアンケートの結果の11ペー

ジのＱ17の部分ですね。これについて、産地を「どちらかといえば気にする」と答え

た人の中から、何でそれを気にするのですかということで聞いているうち、「放射性

物質が含まれていない食品を買いたいから」という方が、経年で減っているけれども、

大体今19％もいるということで、これをどこまで目指すのかとか、どう理解するのか

ということですかね。 

 これは私の個人的な考えですけれども、ある程度放射性物質が含まれていない食品

を買いたいからという方がおられるというのは仕方がないのかなと思います。これを

ゼロにするということは多分ないと思うのです。これをどこまで下げるべきなのかと

いうことになると、あとは行政的な感覚から言えば、費用対効果ということで、やっ

てもやっても変わらなくなるのだったら、それ以上放射性に関してやるべきなのかど

うなのか。もしくは、放射線ではない基本的なリスクの考え方とか、そういうものを

もうちょっとやることによって、もしかして放射線のほうも下がってくるかもしれな
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いとか、いろいろなことがありますので、そこは今後考えていく必要があるのではな

いかと思います。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 松永さん。 

○松永構成員 多分、食品のリスクの中で放射性物質、それを福島原発由来と自然に

ある放射性物質と両方含めての放射性物質のリスクであったとしても、ほかのリスク

に比べてすごく小さいですね。福島原発由来も含めて非常に小さいので、そこにいろ

んなお金をかけることは科学的にはやめたほうがいいと私は思っていますが、リスク

管理・コミュニケーションは科学で決めることではなくて、人の感情、安心できない

というところも大切にしながら、お互いの理解というか共感というところを目指すと

いうのが多分リスクコミュニケーションだと思いますので、科学と感情というところ

を両方どう考えて、それと費用対効果をどう組み合わせるかという話なのだと思うの

です。 

 ですので、どうしても消費者庁は今まで放射性物質のリスクコミュニケーションと

いうことで一生懸命やってこられたので、そこに特化していろんな物事をお考えにな

るというのは当然のことなのですけれども、繰り返し言うように、いっぱいある食品

のリスクの中ですごく小さな放射性物質のリスクで、それのコミュニケーション、そ

れ以外のコミュニケーションという視点をみんなで共有した上で、次にどうするのと

いうことを考えたいと。科学と感情というところで、切り分け、しかし、融合させて

というところで、皆さんと共有したいと思っています。 

 以上です。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 どうぞ。 

○長村構成員 今、松永さんがおっしゃったことは非常に重要だと思います。要する

に、現在の食品のリスクは、福島産のものについて含めても、本当に小さなものだと

思います。これを逆に余り大きく取り上げていくと、結局原発の事故があってしばら

く後に、あるスーパーでは、うちは放射性物質ゼロを目指しますというのを出された

ところもあります。こういう非常に非科学的な言い方でも、恐らく80％ぐらいの普通

の人には受けるのです。受けるということを営業に用いられて動いている同じような

例が添加物の問題等、いろいろあるかと思います。そこら辺、国民全体をどのように、

化学物質に対する、放射線も含めて、本当の意味でのリスクを認識させるという方法

論を基本的に考えていく必要があるのではないかと思っています。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 ほかにございますか。 

 金川さん、どうぞ。 

○金川構成員 先ほど松永さんがおっしゃったことを受けてなのですが、一番最初に
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申し上げたのですけれども、せっかくいいものをつくっているから、つくっているも

のを上手に活用するということをというので、先ほどのQ&Aに戻るのですが、それでも

感情判断というのがあります。でも、感情判断は知識があればというところで、これ

は卑近な例なのですけれども、あるとき調査をしたとき、ある大阪の女子大学を母集

団として、経年的なデータをとったときに、そういう知的な方でも直後は感情的な判

断があって、学生のほうが分析的判断をしていたというのがあったのですが、その人

たちが要は知識がなくて、先ほどのような話をちゃんとすると、それだったらという

ことでリスク認知が正確にできると、本当にちょっとしたことがあればできるという

のがあります。 

 なので、私などは授業のときにディベートなり模擬的なリスコミで、自分でデータ

を取ってこさせるときに、こういうものに行き当たったりすると、ちゃんと学生が判

断できるとか、学生はそれをできるのですけれども、そうではないときのあれでこの

Q&Aを上手に使うために先ほど教育の現場でとおっしゃいましたけれども、上手に小学

生に伝わるような伝え方を工夫するみたいなこと、もとがあるので、科学ですから、

教育でいいと思うのです。科学的な情報をちゃんと伝えるということを始めれば、今

ある資産を活用できるのではないかと思いますので、そこの工夫をまたうまいこと考

えればどうかと、御提案です。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 ほかにございませんか。次回に続く議論になっていると思います。 

 池田さん。 

○池田構成員 今の先生方につけ加えてなのですけれども、私も消費生活センターで

いろいろ消費者の方から相談を受けているのですが、リスクコミュニケーションとい

うものの前提の中に、先ほど消費者庁の方から御説明がありましたけれども、食品安

全委員会さんなどできちんとリスク評価をしている、まずは科学的な観点のみで技術

者の方がリスク評価をしているということと、それに基づいて各省庁が、先ほど松永

さんがとおっしゃったように、国民感情なども踏まえてリスク管理をしていくという

ことの前提の中に、リスクコミュニケーションがあるのだということを、恐らく一般

の消費者の方はそういう仕組み自体も知らないと思いますので、そういったことも啓

発していくといいますか、周知していくということも必要ではないかと思います。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 大分意見は出尽くしたかと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

 松本さん、どうですか。 

○松本構成員 いろいろと皆様の御意見を伺って、これもまた食品事業者的な立場で

申し上げたいところなのですが、ちょうどイオンリテールの三宅様がお客様サービス

部の責任者でもおられるというところで、すごくありがたかったと思うのです。食品

メーカーにはコールセンターと呼ばれている部署にいろいろな声が参ります。今回の
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放射能に関しても、相当量の問い合わせが過去はありました。現在はかなり減っては

います。実際にコールセンターに電話をされる方というのは、名前もわからない、ど

こに住んでいるかもわからない、ある意味匿名の状態ですから、ストレートに不安や

疑問の問い合わせをしてこられます。場合によっては、そういった声を今後の議論の

中で、言語データとしても生かすことが可能ではないかと感じた次第です。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 三宅さん、今の件は、匿名ならいいでしょうかね。 

○三宅構成員 おっしゃるとおりです。物すごい数が来ますし、コールセンターにも

ちろん正しい知識を素早く渡して、科学的に正しいお答えをできればいいのでしょう

けれども、お問い合わせされるお客さんが物すごく感情的になられるので、企業側と

しても先ほど厳しい御意見をいただいて、本当に過去、いろいろやってきたことが、

間違ったことも多分いろいろあるのだと思うのですけれども、その時々で事業者とし

て目の前にお客さんがいて、それに今、向かい合って、何とかこの人をなだめなけれ

ばいけないという、ゆっくり時間をかけて、実はこうで、本当は安全で、何とかでと

言えたらいいのですけれども、それができる状況ばかりではないところで判断ないし

行動をしなければならなかったということも、反省としては多々ありますが、それを

踏まえて、５年たって今だから、もう一回次に向けてどうしていくべきなのかという

ことを事業者側と行政と皆さんで考えていけたらいいなと、本当に心から思っており

ます。 

○関崎座長 ありがとうございます。次回へ向けた大変貴重な御意見だったかと思い

ます。 

 まだ御意見あるかもしれませんが、時間が迫っております。どうしても一言という

ことでしたらお受けしますが、よろしいですか。 

 どうもありがとうございました。 

 本日は、消費者庁が行ったリスクコミュニケーションの取組の実績ということで、

これまでの実績を御説明いただきまして、皆さんから質疑応答、貴重な御意見を頂戴

しました。 

 次回は、このリスクコミュニケーションの現状の理解と課題の抽出に焦点を当てて

議論したいと思います。本日、若干それに関係するような御意見も頂戴しましたので、

事務局のほうはそれらも取り上げて、次の資料の作成をよろしくお願いいたします。 

 最後、その他何か事務局のほうから連絡事項等ございますでしょうか。 

○藤田消費者安全課企画官 次回の日程ですけれども、９月がもしかして難しいかも

しれないので、また調整をさせていただきたいと思います。 

 あと３回ございますので、できましたら先のほうまで問い合わせをさせていただく

かと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○関崎座長 よろしいですか。 
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 では、これをもちまして、本日の研究会を終了したいと思います。どうも御協力あ

りがとうございました。 


