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第２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10月13日（木） 10:00～12:00 

 

2. 場所 

中央合同庁舎第４号館 ４階 共用408会議室 

 

3. 出席構成員 

関崎座長、池田構成員、菅原構成員、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） 

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）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現状と今後の取

組方向（案） 

（２）その他 

3. 閉会 
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○関崎座長 おはようございます。では、定刻となりましたので、ただいまより第２回「食

品に関するリスクコミュニケーション研究会」を開催したいと思います。 

 本日は、前回公務のため御欠席だった福島県生活環境部消費生活課課長、同時に消費生

活センターのセンター長であります菅原加代子さんが初めての出席となりますので、一言

御挨拶をいただきたいと思います。お願いします。 

○菅原構成員 皆さん、おはようございます。福島県消費生活課の菅原と申します。 

 今ほど御紹介いただきましたとおり、消費生活課、そして、消費生活センター長という

ことで勤務させていただいております。私どもは、まず、生活と消費に関する相談、県内

消費者の食と生活の安全・安心、今回加えていただくことになった理由のひとつでもある

震災関連の風評・風化対策とリスクコミュニケーション、そういったものについて日々仕

事をさせていただいております。食の安全・安心につきましても、放射能だけではなく、

一般的な添加物であったり、食品表示の話であったり、全般的なところを、私どもで所管

させていただいております。 

 今回このような場に参画させていただく機会をいただきまして、大変感謝しております。

私ども被災地の立場も含めまして、一般的な主婦の立場、親の立場というところもござい

ますので、そういったところから発言させていただければと思っております。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○関崎座長 よろしくお願いいたします。また、本日は構成員であります金川さん、曽我

部さんから御欠席の連絡をいただいております。 

 それでは、早速進行したいと思います。議題に入る前に、まず事務局のほうから資料の

確認をお願いいたします。 

○藤田消費者安全課企画官 それでは、資料の確認をいたします。お手元に配付しており

ます資料は大きく分けて２つの束に分かれておると思います。上に載っております１つ目

の束を開けていただきますと、まず議事次第、次に座席表、資料１－１、資料１－２とな

っているかと思います。 

 続きまして、もう一つのほうの束、こちらは参考資料となっております。参考１が消費

者庁のプレスリリース。参考２が食品安全委員会さんの名前がついているもの。参考３が

食品安全モニター課題報告とついているもの。参考４が消費者庁と書いてある、この間の

資料と同じものとなっております。 

 以上でございますが、不足等はございますでしょうか。大丈夫ですね。途中で落丁等に

気づかれましたら、事務局のほうに言っていただければ、多分予備があると思いますので、

交換していただきたいと思います。 

 以上です。 

○関崎座長 ありがとうございました。 

 報道の方、もし冒頭の頭撮りを行っている場合は、ここまでとしたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 
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（報道関係者退室） 

○関崎座長 それでは、早速議題に入りたいと思います。議題１「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現状と今後の取組方向（案）」について入りたいと

思います。 

 御承知のように、前回は消費者庁がこれまで行ってきたリスクコミュニケーションの取

組実績を紹介いただきまして、それに対して構成員の方々に御議論をいただきました。そ

の際、さまざまな御意見を頂戴したのですが、それに対して、消費者庁はどういうふうに

これから取り組んでいくかというようなことを事務局に整理していただいております。そ

れについて議論をしたいということになります。 

 まず事務局から資料の説明をいただきまして、全体を見渡してから項目ごとに議論をし

たいと思います。資料の中は幾つかの項目に分かれているのですけれども、とりあえず御

説明は全部通してということで、その後、御議論に関してはそれぞれの項目ごとに伺いた

いと思いますので、事務局のほうからよろしくお願いいたします。 

○藤田消費者安全課企画官 それでは、資料の説明をさせていただきます。資料１－１を

ご覧ください。「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現状と今後

の取組方向（案）」ということでございます。 

 １枚めくっていただきますと、目次がございます。前回御説明させていただきましたよ

うに、消費者庁のリスクコミュニケーションに関するミッションといたしまして、３つご

ざいますと整理させていただきました。そのうちの１つが事務の調整でございます。２つ

目がリスクコミュニケーションの実際の実施でございます。もう一つがリスクコミュニケ

ーションの促進ということで、地方自治体等が行うリスクコミュニケーションを促進する

という３つのテーマがございました。これにつきまして、前回、取組実績を御報告させて

いただきまして、いただきました御意見等を踏まえて現状を整理し、今後の取組方向の案

を考えさせていただいております。 

 もう一枚めくっていただきますと、「１．リスクコミュニケーション全体に係る事務の

調整」でございます。前回のときには、この中でやっている取組内容といたしまして、リ

スクコミュニケーション担当者会議というものを各省連携で２週間に１回行っていると御

紹介させていただきました。食品と放射能Q＆Aなどの資料を作って、それを配布している

という実績も御報告させていただいております。また、風評被害に関する意識調査をやっ

ておりますので、その意識調査の御紹介をさせていただきました。 

 それを踏まえて、いただきました主な御意見といたしましては、リスクコミュニケーシ

ョンの取組実績について、自治体等を含めて実績を把握しているのかということ。食品と

放射能Q＆Aはよくできているのだけれども、もうちょっと広く系統的に配布できないかと

いう御指摘をいただいております。 

 現状でございますけれども、リスクコミュニケーション担当者会議等で話をするときで

も、我が国において実施されている食品に関する意見交換会等のリスクコミュニケーショ
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ンの全体像は、実は消費者庁で把握してございません。全体を把握していないままにリス

クコミュニケーションのテーマ等を決めて実施しているということになってございます。 

 食品の放射能Q＆A等の食品中の放射性物質の取りまとめは実施しています。これの配布

ですけれども、教育関係者等への周知を実施しているということでございます。資料編を

作っておりますので、それをご覧いただけますでしょうか。 

 資料１－２の２ページにございます。これは文部科学省と連携をいたしまして、指導主

事連絡協議会ということで小学校等の指導主事の先生方が集まる会議で、このような取り

組みをしていますということで、Q＆A等をそのまま配ると数も多くなってしまいますので、

まずはチラシを作って御紹介をして、そこからアクセスがあった方に配布をしたり、協力

をしたりするということで、今年から取り組みを行っております。この中でウエブの紹介

ですとか講師派遣等もできますよということで御紹介をしておるところでございます。 

 取組方向ですけれども、やはり関係府省等が実施する意見交換会の実施実績は把握して

おいたほうがいいのではないかと考えております。 

 食品中の放射能物質以外のQ＆A、これはよかったということですので、ほかのテーマで

も資料の作成を検討したいと思います。 

 Q＆Aの配布ですけれども、今日は御欠席ですけれども、前回、金川先生より図書館等に

広く配布してはどうかという御指摘もいただいておりますが、調べましたところ、図書館

の配布はそれを専門に行う業者がございまして、そこを通して配布をするとそんなにお金

もかからないということがわかりましたので、うちの予算でできるかどうかについて検討

してみたいと思っております。Q＆Aがより活用されるように、教育関係者とか消費者団体

等にさらに周知を図る方法を今後検討していきたいと考えてございます。 

 なお、ここに特段明記してございませんけれども、事務の調整としてのリスコミ担当者

会議とか意識調査等も引き続き実施していくということで考えております。 

 以上、「１．リスクコミュニケーション全体に係る事務の調整」でございます。 

 次に、もう一枚おめくりください。「２．リスクコミュニケーションの実施」のところ

ですけれども、この中は３つの分野に分かれておりまして、テーマの設定と、そのうちの

放射性物質についてと、効果的なリスクコミュニケーションの手法についてということで

分けております。 

 まず、テーマの設定でございます。テーマの設定ですけれども、消費者庁及び関係府省

は、これまで食品中の放射性物質等を中心に健康食品、BSE等のリスクコミュニケーション

を実施してきましたということを前回御紹介してございます。そのときに前回いただいた

主な御意見といたしましては、リスコミのテーマについて幅広く考える必要があるのでは

ないか。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。リスクアナリシスの仕組みを啓発していくことも必要ではないか。リス

クコミュニケーションは科学だけでなく、感情も考える必要がある。費用対効果もあわせ

て、どう考えるかということで御意見をいただいております。 
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 現状といたしましては、先ほども申しましたが、開催するテーマはリスクコミュニケー

ション担当者会議において決定してございます。ただし、その決定に際して、食品の安全

性の確保に関する施策の変更は大きなテーマでございますので、こういうことがあったと

きは必ずやるのですけれども、それ以外のテーマの決定について、特段明確な基準があっ

たというわけではございません。リスクアナリシスの啓発みたいな、ちょっと明確なテー

マがないようなものについては、なかなか設定しにくいということがございました。 

 そこで取組方向ですけれども、関係府省の連携するリスクコミュニケーションにつきま

しては、消費者庁として、ある程度は基準を設けたいなと思ってございます。①といたし

まして、食品の安全性の確保に関する施策の変更等があったときは、当然これはやらなく

てはいけないと思っています。②ですけれども、実際のリスクの大きさと消費者が感じる

不安には差があるのですが、その差があるもののうち、実際のリスクの大きいものを優先

的に選定してはどうかと考えてございます。 

 もう一枚めくっていただけますでしょうか。次のページは「リスクコミュニケーション

のテーマ設定（2/2）」となっていますが、いただいた御意見と現状のところは前のページ

と同じものが書いてございます。取組方向のところをご覧ください。消費者庁が行うリス

クコミュニケーションです。前のページが関係府省で行うもの、こちらが消費者庁で行う

ものになっています。 

 消費者庁が行う、または促進するリスクコミュニケーションでは、食品のリスクに関す

る基本的な考え方について相互理解することを重視していきたいと考えております。平時

よりリスクアナリシスの考え方を含めて情報提供するということで、いざというときのた

めの情報提供者としての信頼感を醸成していかなくてはならないということを考えており

ます。 

 テーマの選定につきましては、先ほどの関係府省連携の①、②に加えまして、③として、

実際のリスクの大きさと消費者が感じる不安の差があるもののうち、実際のリスクが小さ

いにもかかわらず、消費者が感じる不安が大きいものを優先的に選定したいと考えてござ

います。 

 これは資料編の３ページ目をご覧いただけますでしょうか。オレンジの横線が入ってい

るページでございます。これは「夏休み2016宿題・自由研究大作戦」というイベントに参

加したときに、小学生とその保護者を対象としてやったイベントに来た保護者にとったア

ンケートの結果でございます。保護者の方433名に複数回答の丸をつけてもらって、「食品

の安全に関して、あなたが気にするものは何ですか」という問いをつけました。 

 そうすると、見ていただくとわかりますように、一番多いのが食品添加物。これは90人

以上ということで大体５分の１以上の方が食品添加物の食品の安全に関して気にしている

と答えてございます。次が長い順で行きますと、放射性物質、農薬、遺伝子組換え、輸入

食品となっています。このときのイベントのテーマが「知ろう！考えよう！親子で学ぶ、

食品中の放射性物質」ということで、放射性物質をテーマにイベントをやって参加者の登
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録を依頼して集めたにもかかわらず、一番心配しているのが添加物であったということで

ございます。一方、少ない方を見ていただきますと、自然毒、微生物・ウイルス、健康食

品となっておりまして、食中毒系の微生物・ウイルスなどが非常に少ない結果となってお

ります。 

 これは非常におもしろくて、参考資料２をご覧ください。食品安全委員会さんがやって

いる「食品に係るリスク認識アンケート調査の結果について」という紙が入ってございま

す。これはインターネット調査で一般消費者の方3,600名と食品安全委員会の専門委員の方

161名の方に、食品に関する危険と思うものについて丸をつけていただいていると。大きい

順に10個ということで、アンケートのとり方が違いますので、一概に結果を並べて順番が

どうということはできないと思いますけれども、食品安全の専門家が危険だと、気をつけ

なければいけないと考えていないものが、例えば農薬とかは食品安全の専門家は10位にな

っていて非常に少ない。添加物もほとんど誰もいない、11位以下ということになっていま

す。遺伝子組換えなども一番右にございますが、専門家の方は11位以下ということで、こ

の辺が非常に一般の子供を持つ保護者の方のリスクの認知と専門家のリスクの認知の差が

あるところではないかと思っています。 

 先ほどのテーマの選定でいきますと、②の消費者が不安に感じるものとリスクの差の大

きいうち、実際のリスクが大きいものと言いますと、例えば、食中毒とか健康食品など専

門家もある程度はリスクがあるよねと思っているのに、消費者の方が余りにリスクとして

認知していないものをやる必要が、まずはその健康被害を防止するということで、そこが

必要なのではないかと考えます。 

 消費者庁がやるものといたしましては、それに加えまして、正しい知識を持って正しい

選択をしていただくということは必要ですので、消費者の感じる不安が大きいものという

ことで、例えば、添加物、農薬、遺伝子組換え食品などがテーマになってくるのではない

かと思います。ただ、この中でも特に行政側として制度変更がありますとか、要請が強い

ということがありましたら、もちろん４府省連携でもやるということになると思います。 

 では、次にまいりたいと思います。本体の資料をもう一枚おめくりください。こちらは

「食品中の放射性物質に関するリスクコミュニケーションの取組」ですが、テーマ設定の

中の一つとして、放射性物質を取り上げてございます。前回の御説明では、我々がこれま

で取り組んできたリスクコミュニケーションはほとんどが放射性物質に注視しておりまし

たので、放射性物質の内容が多くなってございました。 

 その中でいただきました御意見といたしましては、消費地に注目して決め細かい情報提

供をしてはどうか。食品のリスクの中で放射性物質のリスクは小さいのではないか。リス

クコミュニケーションは科学だけでなく、感情も考える必要がある。費用対効果もあわせ

てどう考えるか。西日本のほうが厳しい意見が残っているのが現状であり、意識調査にお

いて、西日本などでも調査してはどうかという御指摘をいただいてございます。 

 順序が入れかわって恐縮ですけれども、参考１をご覧ください。消費者庁のプレスリリ
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ースでございます。これは10月５日に公表したものですが、平成25年２月から年に２回、

消費者の意識調査としてやってきたもので、今回で第８回となってございます。最新の結

果ですので、かいつまんで内容を御紹介したいと思います。 

 参考１を１枚めくっていただきますと、「Ⅲ．調査結果の概要は次のとおりです」とあ

りますが、「１．食品の購入に際しての意識」ということですけれども、食品の産地を「気

にする」または「どちらかといえば気にする」という回答をした方の合計は、ほぼ横ばい

でした。これはグラフにございません。 

 ただ、このうち、食品産地を気にする理由として食品中の放射性物質を挙げた方。これ

は赤い線でございますけれども、当初より減少傾向となってございました。第６回調査以

降は「品質（味）」という青い線、「鮮度」の紫色の線、「価格」の緑の線を下回って第

３位となっています。徐々に味とか価格とか鮮度を下回って、放射性物質を気にする順位

が下がってきているということでございます。ただ、最後の１回目は横向きというか、や

や上がっている感じになっていまして、下げ止まり感もあるのかもしれないなと考えてご

ざいます。 

 放射性物質を理由に福島県産の購入をためらう人は、次のページのグラフにございます

ように赤い線です。16％前後で４回目以降から減少傾向は示しておりましたけれども、今

回はちょっと上がっているかのように見え、大体横ばいかなということでございます。こ

の内容については後ほど詳しく御紹介したいと思います。 

 ちょっと飛ばしまして、３ページをご覧ください。これの背景といたしまして、例えば、

食品の検査について行われていることを知らないと回答した方が、３ページの上のQ13のグ

ラフの赤い線ですけれども、増加傾向でございました。一方で「基準値を超える食品が確

認された市町村では、他の同一品目の食品が出荷・流通・消費されないようにしている」

という出荷制限のことについて知っていると回答した方が青い線ですけれども、徐々に減

っていまして、赤い線と青い線が見事に対照を成しているという形になっています。検査

の知識がだんだん薄れているのかなということがわかります。 

 さらに（３）を見ていただきますと、その出荷制限の情報をどこから得ているかという

ことですけれども、テレビやラジオから得ているとした人の割合は青い線ですが、これも

４回目以降、どんどん減少しています。特に得ていないと答えた方が緑の線ですけれども、

対を成すように上昇しているということでございます。参考に載せている赤い線は行政機

関のウエブサイトなどを確認していただけている方ですけれども、これは第１回から横ば

いで一定数の方がこのあたりは気にしていただけているという形でございます。 

 総括いたしますと、最後のⅣのところにございますが、消費者の方も食品と放射能に関

する知識を一定程度は有しておりまして、一定の理解は得られているのかなと考えている

ところですけれども、一方で食品の購入をためらう産地に福島県を選択した方は第５回以

降、全体の16％前後で横ばいとなってございます。この背景としては、出荷制限ですとか

検査をしていることに関する知識などが減ってきているということでございます。減って
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いる中でも、その増減の傾向は一幅しているという感じの感触を得ています。このことは

東京電力福島第一原子力発電所の事故から５年半が経過していまして、食品と放射能に関

する消費者の関心が低下しているのではないか。また、有する知識や理解の度合いが、新

しい知識が入ってこないことによりまして、固定化してきているのではないかと考えてい

ます。このような調査結果が今回出ているということでございます。 

 もとの本体の資料にお戻りいただけますでしょうか。もとの資料のほうの現状ですけれ

ども、ただいま御紹介しましたように、意識調査を見ると福島県産はまだ避けられている

ということでございます。 

 さらにこれを詳しく解析したものがございまして、資料編の４ページをご覧ください。

左側は先ほど紹介した福島県産が16％前後で横ばいの図が載ってございます。この16％の

横ばいの図をさらに在住の地域で分けたものが右側の図となっております。この図を見て

いただきますとわかりますように、福島県在住者は第１回のときに30％の方が福島県産の

購入をためらうとしておりましたけれども、これが順調に減っておりまして、今ですと大

体13～14％弱ということになっております。 

 ところが、黄色い線などを見ていただきますと、これは南関東ですけれども、南関東は

最初からほぼ横ばいです。減っていないということになります。福島県以外の被災県在住

の方は４回以降は減っている感じで、大阪、兵庫も４回以降はやや減っているかなという

感じですが、愛知の方は大体横ばいということで、居住地で減っている、横ばいの傾向が

あるのではないかということで、消費地ではいまだに福島県産が避けられている傾向にあ

るのではないかということが見られます。 

 農産物の状況を見ますと、資料編の６ページとあわせて見ていただきますと、どれくら

い実際に風評被害があるのかなということで、市場の価格を見てみました。東京都中央卸

売市場のももの価格ですけれども、平成21年を100といたしまして、もともと全国平均より

も福島県産の平均価格のほうがちょっと低かったので、平成21年の割合を100としています。

そうすると23年にがくっと落ちて、27年に向けて徐々に上がってきて、今年は９割くらい

まで価格が回復しているということでございます。大阪市場はどうなのかなと思いますと、

大阪市場はもともと岡山のももなどが強いので、平均価格に比べると福島県産は落ちる感

じにはなっています。ただ、そこの21年を100といたしますと、やはり23年には大分50％く

らいまで落ち、徐々に回復してきておって、今ですと大体87％でしたか。90％弱くらいま

で回復しているということでございます。 

 食品ではないのですけれども、福島県内の観光客の入込総数ですが、これも平成22年を

100といたしますと、平成27年で大体90％くらいまで戻ってきていると。食品の価格と似た

ような感じのグラフで推移しているということがわかると思います。 

 一方、コメのほうですけれども、会津地方、中通り、浜通りと３種類を取ってみました

が、千葉県産のコシヒカリを100として比べて見ています。平成21年まで見ていただきます

と、会津地方はもともと千葉県産よりも５％ほど高い価格で取り引きされておりました。
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中通り、浜通りはほぼ100％ということで同じような値動きをしていたということが見てと

れると思います。ところが23年になりますと、それが落ちまして、会津地方も落ち、中通

り、浜通りと落ちてきています。24年でもそんなに回復しないのですが、25、26になりま

すと会津地方がいきなり回復しているということで、中通り、浜通りのほうはいまだ調子

が悪いなという感じが見てとれると思います。 

 特に中通りのほうは一回持ち直したかのように見えたのですけれども、26年産でがくっ

と落ちているというのがわかると思います。これは実は福島県は全袋検査をしております

が、26年に１袋だけ基準値オーバーが出まして、それが大きく報道されまして、その１袋

の影響ではないかと考えております。27年産は今年のニュースで見ていただけるとわかり

ますとおり、全部クリアしたということでニュースになっておりますので、いい方向のニ

ュースが皆さんに伝わると多少回復が来年になると見られるのかなと、今後の経緯を期待

して見たいと思います。 

 このような状況を踏まえまして、取組方向ですけれども、福島県産と他県産では、科学

的にはリスクに全く差がないと思いますが、消費者の意識として避けたいというふうに差

があるということで、ここは消費者の意識に差がある分野であるということでございます

ので、今後とも食品中の放射性物質に関するリスクコミュニケーションは継続していく必

要があるのだろうなと思います。 

 ただし、リスクコミュニケーションをどこでやるかということで、今まで我々はずっと

福島県に職員を派遣する等、福島県でのリスクコミュニケーションを一生懸命やっていた

のですけれども、何のためにやるかというと、福島県の人の安心というのももちろん必要

なのですが、それに加えまして、その他の県の方々の意識も変わってもらったほうがいい

のかなということがありまして、リスクコミュニケーションの重点を福島等の被災地から

福島県外の消費地に移していってはどうかと考えております。 

 リスクコミュニケーションをする際には、基本的なリスクの考え方を必ずお伝えをし、

放射性だけではなく、食品にゼロリスクはないのですよということを含めて御案内をして、

いろいろな食品のリスク、危機が訪れたときに正しく考えられるような下地づくりにも結

びつけられるようなことができればと思います。 

 意識調査についてですけれども、西日本などでも調査をしてはどうかという御意見でご

ざいましたが、先ほどありましたように、大阪、兵庫では調査をしておりますし、九州の

ほうはそんなに物が行っていませんので、この意識調査の対象範囲を拡大するということ

は考えなくてもよいのではないかと考えてございます。 

 もう一枚おめくりください。次は「効果的なリスクコミュニケーションの手法」という

ことでございます。前回御紹介させていただきましたように、参加していただいた方は消

費者の方がちょっと少なくなってございました。特に放射性物質などで我々が届けたいな

と思っていた対象の30代、40代の子育て中の保護者の方等の参加はなかなか得られなかっ

たということになっております。そのときにいただいた御意見といたしまして、やはり意
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見交換会に登壇した際に消費者の参加が一握りで残念だったねという話と、出席者が少な

いのは土日に実施されないことも影響しているのではないか。また、車座形式の開催は効

果的かもしれないという話をいただいております。 

 現状ですけれども、確かに意見交換会に消費者の参加は少ないということです。これは

前回の資料をつけております。考えられる要因としましては、皆さんはお忙しいので、意

見交換会に参加する余裕がないですよね。あとは、それほど直結した危機でもないので関

心も薄まっているということがあるのではないかと思います。 

 開催日時は平日午後が中心というのが現状でございます。開催形式もシンポジウム形式

を基本として実施してございます。これはメリットとしては一度に大人数に対して等しく

情報提供することが可能。異なる立場の人々の存在を知ることが可能ということがあって、

これをやっています。数回開催した車座形式については参加者が少人数であるのですけれ

ども、参加者の相互理解は深まったということでありますが、質疑、意見交換が個別かつ

個人の話題となりやすいということがございます。 

 １つ資料をつけてございまして、９ページをご覧ください。リスクコミュニケーション

の取組の表が載っていますけれども、全国でやりましたリスクコミュニケーションの際に

アンケートを配っておりまして、これで理解できた、ほぼ理解できた、理解できなかった、

全く理解できなかったというところに丸をつけていただく形式になってございます。全国

平均で見ますと、第１回は理解度が75％だったのですが、それ以降は80％以上の数値で推

移してございます。これを福島県内と福島県外に分けてみました。 

 そういたしますと、福島県外は平均値と同じような動きをしていますけれども、福島県

内の26と27が94と96と非常に高くなっております。これは福島県ですごく理解が進んだの

だと考えるのではなく、それもあるとは思うのですけれども、参加者の人数のところをご

覧ください。26年が45人、27年が33人で２回ということで、実はこれは車座形式の小さい

小規模の学習会をやった結果でございます。その車座形式の小規模の学習会では理解でき

た、あるいはほぼ理解できたという感覚になる方の数は高くなっているということがわか

るのではないかと思います。 

 また、前回、松永委員から車座とシンポジウム形式の効果の測定について、アンケート

の分析と実際の担当者の感触を教えてくださいということがありました。アンケートの分

析はこれしかできなかったので、実際の担当者の感触を聞いてみたいと思いますので、担

当していた石川から御発言させていただきます。 

○石川消費者安全課課長補佐 それでは、私のほうから、大規模と小規模の場合分けでそ

れぞれ感触、感想を述べさせていただきます。 

 まず、大規模の開催は通常、収容人数が200～300人のホールや会議室で行ってきていま

す。ここでは４府省が連携して行うわけですけれども、平成24年当時、これは新基準がで

きて最初の年ですが、この頃は会の前半に行政担当者、今日はオブザーバーで出席してい

ます食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省の担当官が説明して、後半は会場との質疑
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応答と意見交換を行うというスタイルをとりました。ここ数年はその前半部分は有識者の

先生に基調講演をお願いするスタイルに変え、後半はパネリストを交えたパネルディスカ

ッション、会場との質疑応答、意見交換、この部分は変わっていません。この形式では先

ほどの資料にもありましたとおり、様々な立場の意見を一度に広く聞くことができるとい

うメリットがありました。また、行政側からも直接の担当者が等しく多くの人々に一度に

情報を提供できるという利点があったと思っています。 

 当初、24年頃は原子力発電所事故の政府の対応への批判を含む、登壇者へのある種、敵

対視するような厳しい質問形式の意見表明、例えば、「自身の子供に福島県産を食べさせ

られるのか」とか、そういった意見、質問のようなものが寄せられたりして、そうした場

合には会場の他の参加者の方々がざわつくというような時もありました。このため、一部

の参加者の意見に、その場の雰囲気全体が引きずられてしまい、その後の多様な意見交換

ができなくなったりし、結果として会場に集まった方々の理解が深まらなかった、そうい

ったことを感じたりする場面もありました。 

 もう一方の車座形式、少人数の方ですけれども、先ほど資料にあったとおりに26年、27

年と回数は少ないですが、トライアルで行っています。ここでは参加者を20名程度と小規

模に設定して、参加者全員が必ず自らの考えを述べる。各個人の考えや悩みを全員に知ら

ってもらう工夫をしました。また、会場には有識者の先生にも来ていただき、その御助言

もあったりして、解決に向けたヒントが参加者御自身から提示されるなど、さまざまな立

場の人の考えや意見が共有される機会となったと感じています。それは、アンケートの「理

解できた」が高率に示されていますけれども、ここにも見てとれるかと思います。 

 ただ、考慮すべき点としては、１回の取組で対象となる人数が非常に少ないということ。

この方々が帰られた後、口コミなどによって二次的な情報伝達が行われていたのかどうか。

また、どのように伝えたのか。その精度など事後に把握する方法がない、そういう問題点

もあるかなと考えています。 

 簡単ですけれども、以上です。 

○藤田消費者安全課企画官 ありがとうございました。 

 以上を踏まえまして、取組方向を検討してございます。消費者庁といたしましては、な

るべく多くの消費者の方に必要な情報を届けまして、意見交換を行うということを限られ

た予算と人員の中で行わなければならないので、いろいろ考えてございますが、１番目と

いたしまして、実際に出席できなくてもコミュニケーションが可能な方法を検討したいと

考えております。これは例えば、双方向の意見交換を可能とするメールマガジンを活用い

たしまして、意見交換会ができない方から意見、質問を事前に集めまして、それを意見交

換会の場で発表して先生から答えをもらうなりをいたしまして、メールマガジンに結果を

フィードバックして、さらに意見とかをもらうというような双方向の意見交換をメールマ

ガジン上で行えないかということを考えてございます。 

 また、意見交換会の形式につきましても、国が行う意見交換会といたしましては、今の
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結果を分析いたしますと、参加者に正しい情報を渡すということで相互理解ができるとい

うことを目的といたしますと、引き続き大人数のシンポジウム形式はそれほど捨てたもの

ではないということで、これを引き続き基本として実施していきたいなと考えます。ただ、

これだけですと限界がございますので、人が集まっている日や場所でのリスクコミュニケ

ーションを実施もしくは実施することを支援していきたいと考えてございます。 

 その一つとして考えていますのが、夏休みイベント、自治体、学校の催しということが

ございます。夏休みイベントですけれども、資料編の10ページをご覧いただけますでしょ

うか。先ほどもオレンジ色の横棒のグラフのアンケートで御紹介いたしましたけれども、

「夏休み2016宿題・自由研究大作戦」ということで、一般社団法人日本能率検定協会さん

が行っているもので、東京ビッグサイト等の大きなイベント会場で、事前に告知をして事

前登録制で小学生とその保護者を対象として、非常に人を限定して行っておる取り組みで

ございます。これは民間会社さんとかが自社の取り組みや製品やサービスに関連した学習

とか体験プログラムを各会社のブースをつくりまして、そこを小学生の皆さんに回ってい

ただいて、夏休みの宿題や自由研究に活用してもらおうというイベントでございます。 

 消費者庁はこのイベントに食品安全委員会と厚生労働省と農林水産省と連携をいたしま

して、ブースを出展いたしました。ここに写真が載っています。ここでは１時間ごとに10

名程度を対象としたミニセミナーを実施して、少人数の方に小さいセミナーで放射性物質

の話ですとか、製品安全や食中毒などもやっていたのですけれども、そういうようなミニ

セミナーを実施しました。 

 また、食と暮らしの安全を守るというタブロイド紙、小さい新聞をつくりまして、その

内容に関する12の○×式の問題を作って、その中から好きな問題３つを選んで切り抜いて

新聞に張ってもらって、○×となぜそう考えたのかを書いてもらうワークショップを開催

いたしました。この写真にあるテーブルについている人たちが一生懸命ワークショップで

新聞を切り抜いて○×をつけて、中の新聞を読みながら、どうしてそうなのかなというの

を書いているところでございます。 

 これは非常に楽しいイベントでございましたが、このイベントで東京、仙台、大阪でや

って合計８日間で総来場者３万4,679人、３万5,000人弱の方が来ておりましたが、我々の

ブースを訪れてくれた方が4,907人と5,000名弱の方に訪問をしていただいております。ワ

ークショップで実際にタブロイド紙を見て○×問題を解いていただいた方が3,705名とい

うことで、これはほぼずっと机が埋まりっぱなしで、これ以上は無理だなというくらいの

数でございます。 

 ステージというのは各会場で１日ずつ、東京大学の小豆川先生をお呼びいたしまして、

小学生向けのすごく楽しいステージをやっていただきました。これは小学生相手なのです

けれども、隣に必ず保護者がいますので、これで308人の方に見ていただいています。この

ステージの横にフードコートなどがあって、実はステージをやっているのを周りのフード

コートの方も聞いていただいていたりして、この308人以上の方に聞いていただいたのでは



14 

 

ないかと思っております。 

 このステージのときにアンケートを取っておりますけれども、この参加者の中の30代、

40代、50代で、30代が34名、40代が75名ということで、足すと109名でおよそ80％以上の方

が30代、40代であったということで、この比率はワークショップに来ていただいた方と変

わらないと思いますので、3,705名もしくはブース来場者5,000名のうちの80％が、我々が

情報を届けたかった小学生の親ということになるのではないかと考えております。非常に

なかなかこういう人たちにアプローチできないので、このイベントは大変よかったのでは

ないかと考えてございます。 

 もとの資料に戻りまして、こういうような催しですとか自治体や学校の催しなど、人が

集まるところに出かける。我々が呼ぶとなかなか来てくれませんけれども、人が集まると

ころに出かけていってやるということがいいのではないかと考えています。また、食品製

造事業者等がやる工場見学等でやっていただくようなものもあるのかもしれないなと思い

ます。特に異物混入とか、そういうのは工場の見学の場などでやっていただけるといいの

かなと思います。ショッピングモール等でのイベントや店頭でのポップ等の販売者の情報

提供なども考えられるのではないかと思っております。 

 これを含めまして、自治体、事業者、学校等の多様な主体による車座形式、先ほど御紹

介しましたが、車座形式のリスクコミュニケーション。あとはバズセッションとあります

が、これは６名程度の小グループに分かれて意見交換をやって、その中で必ずそのグルー

プの中であるテーマについて結論を出し、最後にまたその結論を持ち寄って、みんなで自

分のグループでどんな話し合いが行われたか、どんな結論になったかというのを発表し合

うというバズセッションというリスクコミュニケーションの一つの手法がございます。こ

ういうような手法を用いて、さまざまなリスクコミュニケーションを試行して、効果的な

手法を検討して、これを全国に普及するということをやってみてはどうかと考えておりま

す。 

 これの続きですけれども、促進ということで、地方自治体等、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をしながら促進をしていきたいということでございますが、

前回御紹介させていただきましたのは講師派遣ですとか会場借料等の支援をやっています

よということと、Q＆A等を配っておりますということと、リスクコミュニケーターを養成

しましたという御紹介をさせていただきました。 

 ここでいただきました主に御意見といたしましては、リスクコミュニケーター養成は自

治体職員が研修を受けて、市民の問い合わせに対応するという意味では機能したので、そ

の経験を抽出して生かすよう整理したらよいですねということ。研修した団体によっては

リスクコミュニケーターによる知識の伝達ができる形がとれていました。リスクコミュニ

ケーションに小学生が対応できるのか。これは教育なのではないかという感じの御意見だ

ったと思います。うまく小学生に伝わるような伝え方を工夫することで、今ある資産を活

用できるのではないかということでございます。 
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 現状ですけれども、リスクコミュニケーションの取り組みは非常に熱心やっている地域

もあれば、担当者の数が少なかったり、知識が不足していたりして、その取り組みに差が

あるということがございます。いざやってみたいのだけれども、どうやってやったらいい

かがわからないという方もおるということでございます。食品中の放射性物質については、

これはリスクコミュニケーターの養成はいいですね。 

 現在、環境省などと連携をいたしまして、保健医療福祉関係者ですとか教育関係者等が

住民に情報提供できるようなリーダー研修をやっていますので、その研修を協力して一緒

にやっているということでございます。また、福島県さんでPTA連合会さんと連携して、PTA

のリーダーに対して情報提供や意見交換を実施しまして、そこから先の情報伝達を期待し

た事業等をやってございます。 

 取組方向ですけれども、講師派遣等の支援は引き続き行いますし、効果的なリスコミの

手法の普及とか資料の提供を行いたいということを考えております。それは先ほど、前の

ページで言っていたさまざまなリスクコミュニケーション手法を試行して、これを全国的

に普及するということでございます。 

 資料編の最後のページを見ていただきますと、先ほど説明したような、右側に「自治体

による取組」がありますけれども、さまざまな商品販売時ですとか、教育機関、自治体等

のリスクコミュニケーションをやっていただきまして、これをある程度、手法を取りまと

めて、こういうやり方があるよというふうにまとめて、必要な資料なども整備して、全国

でリスクコミュニケーションを取り組みたい自治体の方に提供していきたいというような

ことを考えてございます。 

 加えまして、もとの資料に戻っていただきまして、関係府省が行う自治体職員研修です

とか、自治体が行う職員研修、団体等が行う消費者に対する研修など、リスクコミュニケ

ーターになり得る者に対する研修の機会がさまざま取り組まれておりますので、そこに講

師として出ていき、資料等を提供して、どんどん草の根でリスクコミュニケーションをや

っていただける方を増やしていけないかと思っています。 

 また、小学生等若年層への食品のリスクの考え方を伝える伝え方を検討するということ

で、今年小学生のイベントをやってみて、小学生に伝えるということは、すなわち横で聞

いている保護者の方に非常によく伝わりやすいなという実感がございましたので、それも

含めて、上手な伝え方をさらに検討していきたいと考えてございます。 

 ここまでで資料の紹介を終了いたしますが、リスコミの効果を図るための意識調査の分

析ですとか意見交換会でとるアンケートの様式について、もうちょっと考えたほうがいい

のではないかということで金川先生に御意見をいただいておりますけれども、本日、金川

先生は御欠席でございますし、その中身について現在相談中ですので、次回その点につい

て御紹介をさせていただければと思います。 

 済みません、長くなりまして、以上でございます。 

○関崎座長 ありがとうございます。 
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 それでは、今、御説明いただきました資料について、項目ごとに議論をしていきたいと

思います。お手元の資料を一番最初のページに戻してください。 

 資料１－１の３ページになります。「１．リスクコミュニケーション全体に係る事務の

調整」。この部分について、構成員の方々から御意見・御質問等がございましたら、お願

いしたいと思います。 

 実施の実態の把握というのも、前回、三宅さんから御質問もあったのですけれども、先

ほどの御説明ですと、まだ十分わからない部分もあるという話だったのですが、こんなふ

うにしたらわかるのではないかとかいう御意見もあれば、どなたでも結構です。 

 菅原さん、お願いします。 

○菅原構成員 福島県でございます。私どもは県でリスクコミュニケーションに取り組ん

でおります。風評・風化対策のひとつということで実施しておりますが、私ども消費生活

課の立場でのリスコミ、福島県産品に忌避感がある方々には、農林水産部による、安全を

確保するための放射性物質検査体制の説明やこんなすばらしいものがあるよという県産品

のPR、それ以外、保健福祉部など、各部で取り行っているものがございますので、全庁的

な統括の場を一つ設けまして、風評・風化対策委員会の中で、関係機関を集めて報告を行

い、お互いに情報共有をしています。 

 その中で、例えば、モニターツアーなどでは、切り口が若干異なるけれども、同じよう

なことを別々の部でやっているような状況もございます。そういったものも全体的に見て

効果はいかほどかというところと、重複感のあるような部分はきちんと精査した形で、県

全体で取り組んでいかなければならないというようなことで課題を出しまして、各関係機

関で、現在、話し合いをしているような状況がございます。 

実態として参考になればと思い報告いたします。 

○関崎座長 ありがとうございました。 

 今の御意見に対して、事務局のほうから何か御質問とかはございますか。 

○藤田消費者安全課企画官 全体的な取り組みの共有は、実は風評被害対策のタスクフォ

ースという官邸主導の大きなものはございますけれども、すごく大き過ぎて、リスクコミ

ュニケーションなどが本当はどうなっているか、細部まで実は把握できていないというと

ころが我々の課題かと思いますので、関係省庁と連携して、もしできることがあればとい

うことで、やっていきたいと思います。ありがとうございます。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 ほかに何か御意見ですとか御質問はございませんか。いろいろな部署や組織がリスクコ

ミュニケーションに取り組んでいると思うのですけれども、それぞれがどこまでやってい

るかというのは把握しづらいところもあるかと思いますし、国の省庁間でも難しい、庁内

でも難しい、まして、ほかの食品事業者の方々も含めてみると、ますます難しいかと思い

ますけれども、できるところから。ほかに御意見がなければ、次の項目に移りたいと思い

ますが、よろしいですか。 
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 松永さん、どうぞ。 

○松永構成員 取組方向の２番目の「放射性物質以外のQ＆A等の資料の作成について検討

する」とありますが、先ほどの話もありましたけれども、重複をどう整理するかというと

ころは結構大事だと思います。Q＆Aはほかのリスク管理機関、農水とか厚労とかがそれぞ

れにいろいろな形で作っていて、そことどう住み分けをして、消費者庁ならではのものに

するのか、どういうふうに考えておられるのかをお聞かせいただきたいです。 

○藤田消費者安全課企画官 Q＆Aの本体自体は各省連携で作っておりまして、余り書きぶ

りなどに差はないと思いますけれども、もう一つ、環境省などが総合的な基礎資料とかを

作っていたりして、省庁としては放射性物質については幾つかあるという状況になってお

ります。 

 それ以外の細かいリスクコミュニケーションの資料は、実は多分、厚生労働省さんも作

っていますし、農林水産省さんも作っていますし、食品安全委員会さんも作っていますの

で、そこを我々は取りまとめて、集めて、いいところを寄せ集めて作っていきたいなと考

えております。 

○松永構成員 そのときに取りまとめていいものをという、つまり、消費者庁でないとで

きないですよという価値をどういうふうに見定めて作っていくかというのが多分ポイント

なのだと思います。具体的にそれぞれの項目によって変わってくるのだと思うのですけれ

ども、多分そこをあらかじめ整理しておかないと、結局は同じものができてしまうと思い

ます。 

 放射性物質の場合には、やはり消費者庁があれだけのものをかなり早くにされましたの

で、ほかの省も消費者庁のQ＆Aをまず見てくださいという言い方をしましたよね。あそこ

に全部情報が集約するという形で整理できたと思います。外部被ばくとかいうところまで

関係するところは環境省がというような住み分けができていたので、放射性物質の場合に

はわかりやすかった。その後、ほかのものというときに消費者庁としてはどうするのとい

うところが、私自身も見えてこないのですけれども、そこはどういうふうにお考えになる

のでしょう。どういうふうに整理したらいいのでしょうか。 

○藤田消費者安全課企画官 我々のところの強みとしては、消費者からの苦情とか、そう

いうものをたくさん持っているということで、実態の被害状況ですとか、そういうのも持

っていますから、そういうのに対応できるような形で整理できるかなと。消費者に向けて、

なるべくわかりやすく、どういうところでつまずいたり、問題が起こっているのかを踏ま

えて、できればいいかなと考えております。 

○関崎座長 大変貴重な御意見だったと思いますけれども、ほかの省庁あるいは食品安全

委員会もいろいろと既に作っていらっしゃって、そういうものを見渡して、消費者庁なら

ではというもの。消費者庁の存在意義にも関係するかもしれません。 

○藤田消費者安全課企画官 ならではというのもありますけれども、各所に分散している

という問題も実はございまして、この情報を集めたいときにあちこちに分散してわからな
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いよねというのもあるので、そこも新たなものを作らないまでも、例えば、リンク集みた

いなもので作れないかとか、そういうことも検討していきたいなと思っています。 

○関崎座長 ありがとうございました。 

 どうぞ。 

○夏目構成員 話を戻して恐縮ですけれども、最初の実施、実績のところです。関係府省

の実績は割とわかりやすいといいますか、結構まとめていらしてわかるのですけれども、

自治体と自治体以外の事業者さんたちがそれぞれなさっているところの実績はどうやった

らわかるのかなというところがありまして、多分、自治体も事業者もすごくやり方に苦慮

されているというか、そういうことと、やはり地域差、事業者間の差というのがあると思

います。 

 そういう意味では、できれば自治体と行政に関係したら、国と自治体の住み分けのよう

なものとか、特にリスクコミュニケーションを進めていく上に当たっては、やはり好事例

というものを抽出して、できるだけ皆さんに提供していくというような意味では、そのリ

スコミの実施についてのポータルサイトみたいなものがあってもいいのかなと思うのです。

ですから、消費者庁が全部を調査するというのはできないことですので、そういうサイト

を設けて、例えば、自治体なり事業者さんがリスコミの実績や実施について、そこに自主

的に上げていただくような、そういうところがあると少しは全体の形が見えてくるのでは

ないかという感じを持ったのですけれども、いかがでしょうか。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 前回の議論の中で松永さんからも、国がやるべきものはどれか、自治体にお願いしなけ

ればいけないものはどれか、そういうようなことも観点として必要かなというのがあった

のですけれども、今の御意見も大変参考になるかと思います。 

○藤田消費者安全課企画官 大変参考になります。ちょっと検討させていただきたいと思

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。もしなければ、最後にまた全体にわたって御意見を伺う機会はあ

ると思いますので、次にめくっていただきまして、「２．リスクコミュニケーションの実

施」のうちの「リスクコミュニケーションのテーマ設定」に移りたいと思います。この部

分で何か御質問・御意見がございましたら、よろしくお願いします。 

 三宅さん、どうぞ。 

○三宅構成員 先ほどの説明の中で、４ページと５ページの中で、４ページのほうは関係

府省連携のコミュニケーションの中では実際にリスクが大きいものを優先的にと書かれて

いて、消費者庁としてはそれに加えて、リスクは小さいのだけれども、消費者が感じる不

安の大きいものというのはおもしろいなと思いますし、私も直接お客さんと接している中

では、実はここはなかなか大きい問題だなと思っています。消費者庁はどちらかというと、

こちらも取り上げていくとおっしゃったという理解でいいですか。 
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○藤田消費者安全課企画官 はい。各省と連携をしてやるということはそれなりの施策の

目的がありますので、施策の変更等をしっかり周知して、リスクコミュニケーションをや

らなくてはいけないというのと、あとは安全を確保しないといけないというのは各省の施

策のトップにありますので、実際のリスクが大きいものには取り組まないといけないです

よねと。 

 ただ、実際のリスクがないのにリスクコミュニケーションをやるのかと言ったときに、

各省の本当にそれが必要なのかというのがあると思います。しかし、消費者庁としては消

費者の不安と実際の消費行動を自らの考えにのっとってやっていただくための情報提供な

いし意見交換は非常に重要でないかということで、実際のリスクは小さくても、やはりそ

れをやっていく必要があるというのは消費者庁のほうかなと考えております。 

○三宅構成員 そのときに、先ほど夏目さんもおっしゃっていましたけれども、自治体と

の住み分けみたいなものもすごくあると思っていて、実はイオンでは全国の自治体さんと

協力してリスクコミュニケーションをお手伝いさせていただいているのですけれども、自

治体によって物すごく差がありまして、私は一人なので窓口でいろいろな方々、都道府県、

自治体と話すと、その差に実はちょっとびっくりするというか、そんなに違うのだなと。

何を大切にされているか、何をコミュニケーションしなければいけないと思っていらっし

ゃるかということに対する考え方の違いみたいなのがあって、そこら辺はどういう仕切り

になっているのですか。消費者庁としてはリスクコミュニケーションをしましょうと言っ

て、それを受けてやっていらっしゃるという感じなのですか。 

 実は千葉県の食の安心・安全委員会にも入っていて、委員をしていて、そこでリスクコ

ミュニケーションは何をしましょうみたいな話もされているのですが、結局いつも同じと

いうか、余り変わりなく手洗い慣行とかいう話に落ち着いているのですけれども、そこら

辺の考え方はどういうふうに整理をしたらいいのかなと思いながら聞いていたのです。 

○藤田消費者安全課企画官 今、特段リスコミはこうあるべしとか、こういうテーマにの

っとってやるべしとか、リスクコミュニケーションを全国で推進していく方針とかを作っ

ているわけではないので、そこは自治体の皆さんの自主性に任されている形になるのでは

ないかと思います。今回のような研究会をやって資料を発表していったりして、もしその

自治体の方に見ていただければ、こういう考え方もあるのねというふうにして見ていただ

けるのではないかなという消極的な考え方でございます。今のところは何かそういう指針

を出したりということはしていないです。 

○藤田消費者安全課企画官 自治体等が講師を要請したいとか、そういうことでこちらに

アプローチをしていただければ、講師の要請もするし、自治体の方がこういうテーマでリ

スクコミュニケーションをしたいので講師を紹介してくださいとか、こういう考え方でや

りたいですとかいう話が来れば、こちらも相談に乗ることはできるのですけれども、そう

いうことはやっております。我々はリスクコミュニケーションの支援をしていますよとい

うことも御案内は各都道府県あてにさせていただいていまして、何かあったら相談してい
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ただけるようにはしているのですけれども、なかなかそうはなっていないところもあるか

もしれません。 

○三宅構成員 ごめんなさい、もう一個だけ。その中で自治体の方々の話だと、テーマは

何にしましょうという話とか、割とどうしましょうみたいな感じのところが多いのは事実

ですけれども、ここに書いていただいているとおり、例えば、リスクアナリシスの仕組み

を啓発していくみたいな、こういった考え方とか、こういった話題は自治体と話していて

も余り出てこないのです。手洗いにしますか、食中毒にしますか、それともみたいな、そ

ういう感じのテーマ出しはされるのです。どうやったら、こちらのほうを啓発できるのか

なと自分で思っていたのですけれども、そういったことも本当はもっと消費者庁のほうで

発信されることなのかなと思ったりします。 

○藤田消費者安全課企画官 そこら辺の発信については検討してみたいと思います。 

○関崎座長 長村さん。 

○長村構成員 今のテーマの問題なのですが、結局、一般消費者と生産者も含めて食の事

業に直接かかわっている人との本当の意味でのリスクと、仮想ではないですけれども、想

像から来ている、いわゆる消費者のリスクというか不安、そこに対して消費者庁という立

場からは、先ほどの松永さんの話の範囲にも入るかと思いますが、消費者がどう考えてい

るかというところに対して、その疑問を解いてあげるというのが一番大きな柱になるので

はないかと思うのです。そこでこの参考資料として出された２つが非常におもしろく、先

ほど解説のときもそこをおっしゃっていましたけれども、いわゆる物すごく差がある。 

 ここの差のある要素の中で、特に消費者庁さんから出された資料の３ページの添加物、

農薬、放射性物質、これは多分、一般消費者は入っているか、いないかということだけで、

そこで怖い、怖くないというところに来ていると思います。遺伝子組換えとか輸入食品は

またちょっと、単に危険物があるかないかだけではない要素を持った不安があると思うの

ですが、そこら辺は先ほどのリスクアナリシスの手法を込めてというところで、先ほどイ

オンの方の質問と同じように、何か大きくテーマの切り口を変えた形で、まずは入ってい

る、入っていないということの危険性をどう考えるかを一般市民によく伝えるという必要

があるのではないかと思います。 

 添加物の恐怖などは、本当に考えてみると奇妙なことだと思っているのですけれども、

ちゃんとした人は皆さんがおかしいと思うのですが、いわゆる消費生活センターとか、あ

あいうところでの集まってこられる方々の質問とかから見る限りにおいては、入っている

ということ自体がもう既に大きな恐怖になっているのだというのを印象づけられています。

そこら辺が一番大きな数を構成していると思いますので、何か新しい切り口を考える必要

性を痛感しております。全く目新しいテーマは考えられないかなというか、考えていただ

きたいと思っております。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 長村さんのほうからも何かアイデアがありましたら、消費者庁のほうに伝えていただけ
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ればと思います。 

 池田さん。 

○池田構成員 私は常日ごろ、消費生活センターのほうで相談員をしておりますけれども、

やはり消費者の方は食品添加物ですとか農薬ですとか、そういった生命にかかわるものと

思っていて、危害や危険をもたらすような情報に対しては非常にリスクを過大に評価して

いる傾向があるように思われます。例えば、放射能汚染に関する食品報道などがあります

と、あえてそういった食品は選択せず、少し価格が高くても、ほかのものを買っていると

いうようなことがあると思います。 

 一方で、こちらにもありましたけれども、健康食品やダイエット食品に対する盲信が日

ごろの相談の中でも結構伺えます。それらを食したことによって皮膚障害ですとか胃腸障

害を起こしたという相談も結構頻繁に入っておりますけれども、そういった商品に対する

リスクというのは皆さんはほとんどないと考えて買っているという傾向がありますし、ち

ょっとはあったと考えていても、支払う対価とか、それよりももっとアンチエイジングと

かダイエットとか、それより得られる効果のほうが大きいと判断して買っているという傾

向がありますので、そういったことをテーマに取り上げるのはいいのかなと思います。 

 こちらのところで、リスクコミュニケーションは科学だけでなく感情も考える必要があ

るということなのですけれども、確かにこれは国が施策として食品安全委員会さんのほう

から出たリスクの評価について、施策を考えていく上では感情も考える必要があるかとは

思うのですが、リスクコミュニケーションの現場においては安全というものと安心という

ものの区別をきちんと伝えていく必要があるのではないかと思います。一般の消費者の方

は皆さんが安心を求めておりますけれども、安心を充足させるということは感情ですから、

難しいと思います。やはり一定の科学的な根拠を踏まえた上での安全ということをきちん

と伝えていくということと、安全というのは100％はないということもちゃんと伝えていく

ということが大切な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。 

 貴重な御意見ということでよろしいですか。私のほうからもさっき聞きたいことがあっ

たのですけれども、三宅さんからのお話で自治体ごとにいろいろなものがあるという話だ

ったので、その辺で伺えるといいのですけれども。 

○中村構成員 まずはその点から申し上げます。そのあとに自分の意見もよろしいですか。 

○関崎座長 もちろん、どうぞ。 

○中村構成員 確かに自治体ごとに差があるのは事実だと思います。ただ、自治体によっ

てその時々の優先順位はあるかと思います。例えば、佐賀県は今年たまねぎの病気が流行

してしまって、たまねぎの生産量が落ちてしまっているのです。そちらのほうの対策を一

生懸命されています。もちろん彼らとしてもリスコミは大切だと考えているのですが、リ

スコミよりも前にこちらのほうをという、そういった事情も各自治体ごとに持っています。

全てがそうとは言いません。確かに先ほど御指摘いただきましたように、自治体の中には
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すごく冷めているところもあるというのは確かかと思います。ただ、それは余りいいこと

ではないというのは、もちろん私も思っております。 

○関崎座長 ありがとうございます。都道府県の方々が集まるような協議会なものはない

のですか。 

○中村構成員 九州の中では九州７県が全部集まりまして、いろいろな意見交換をする場

があります。県内もあります。ただ、そういったところで、実はうちの県はリスコミの担

当者が県庁の中に１人いますので、かなりリスコミは積極的にやっている県ではないかな

と考えてはいるのですけれども、そういった自治体もあるのは事実かと思います。 

○関崎座長 では、全国ブロックごとにそういうような取組はされているということです

ね。わかりました。 

○菅原構成員 自治体のところなのですけれども、私どものほうにも保健福祉部が中心と

なって食の安全・安心会議というのがあり、食品に関しての全体的なリスコミを行ってい

るところがあります。その中で、例えば、貝毒の問題があって、貝のここの部分に毒があ

るけれども、北海道の方は私たちがジャガイモの皮をむくときに芽を取るように、日常茶

飯事でとるものだと思って食べている。ただ、食べ慣れない者は全部食べられるのだと思

って食べてしまい、中毒になってしまうというようなことがありますので、そういった状

況、「誰がどこに対して、どんなテーマで行うか」というのは非常に個別個別の地域性で

あったり、生活習慣であったり、そういったものに影響を受けるので、各地域での取り組

み、あるいは中身にばらつきがあるというのは、私どものほうでも全体的にできればいい

のかなとは思うのですけれども、地方の意識ということになると、やむを得ないところも

あるのかなと思います。済みません、ぶっちゃけで言ってしまいました。 

○関崎座長 おっしゃるとおりだと思います。わかりました。 

 先ほど、中村さんの御意見。 

○中村構成員 資料の５ページの最後の③ですね。消費者庁としては実際のリスクが小さ

いにもかかわらず、消費者が感じる不安が大きいものを優先的に選定する。これはもちろ

ん、このとおりにぜひやっていただきたいなと思うのですが、１回目から議論に出ていま

すけれども、消費者庁が本当にやるべきことなのですか。これは自治体がやるべきものと

いうか、自治体が既にやっているのではないですかというところは常に考えていただけれ

ばと思います。 

 何で私がこういうことを申し上げたかと申しますと、先ほどの三宅先生のコメントの中

で、例えば、自治体とテーマを決めるときにお互いに悩みながら決めていくというお話が

あったと思うのですが、その中で先生が例に出されたのを一つ出させていただきたいので

すが、手洗いという言葉を使われたかと思います。手洗いは保健所単位で地域の住民に対

して、例えば、今から寒くなってきます、インフルエンザも流行しますので手を洗いまし

ょうとか、ノロウイルス等でプレスリリースを出したときには、手はこういうふうに洗い

ましょうとか必ず書くのです。ですので、既に自治体のほうがやっているようなこともあ
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るのではないかと思いますので、テーマを決める際に、これは自治体がやっているのかな、

それともやっていないのかなということをぜひ一歩立ち止まって考えていただければ、オ

ーバーラップはなくなるのではないかと考えております。 

 以上です。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 松本さん、どうぞ。 

○松本構成員 私も５ページ目の③のところで、消費者庁がリスクは小さいけれども、消

費者が感じる不安が大きいものという、ここについてです。リスクが本当に小さいのであ

れば、あえて触れないという選択もあるかなと思ったのです。と申しますのは、気にして

いない方も気にしてしまうとなりますと、恐らく今度は食品事業者が必要ないかもしれな

い過度の分析や検査に手を回さなくてはいけなくなるということもあるかと思いますので、

今、中村先生がおっしゃったように選択というところを、どういったテーマを扱うかはと

ても大切だと思います。それがどういうところまで影響してしまうかも考えて、本当にリ

スクがないのであれば、情報を必要としている人たちに絞って情報提供していくというの

も一つの選択としてはあるのではないかと思いました。 

 以上です。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 松永さん。 

○松永構成員 私は、それではもう済まないと思っています。添加物とか農薬とか、そう

やって説明してこなかったから、いまだに疑問が解消されず、ちょっとした情報で一般の

方が混乱するということが繰り返し行われているわけで、関心が低いのだから寝た子を起

こさないというのは情報提供、コミュニケーションという立場からは今の世の中はあり得

ないのではないかと。これだけ情報がいっぱいあるわけですからね。もう少しきちんと一

からちゃんと説明するよというような姿勢こそ、きちんと示すべきだと思っています。 

 それに関連して質問と意見ですが、消費者庁が行うリスクコミュニケーション、今のは

まさにリスクが小さいのに消費者が不安を感じているというところをやりますという切り

分け方をしておられるのですが、この消費者庁が行うリスクコミュニケーションは消費者

庁の職員が主体となって説明し、意見交換を行いますという意味だととっていいのですか。

そうではなくて、主催は消費者庁だけれども、他省庁の方たちとかに来ていただいて、説

明もし、コミュニケーションもとっていきますという意味ですか。 

○藤田消費者安全課企画官 他省庁と連携するのは前にありますので、それはそちらで、

消費者庁が行うものとしては消費者庁で単独で、場合によっては地方自治体と協力をして

やるということになると思います。 

○松永構成員 そうだろうなと思いながら資料を見ていたのですが、そうすると消費者庁

の職員でできるのかと。すごく失礼な言い方なのですが、実はリスクがあるものをリスク

がありますから気をつけましょうというコミュニケーションは簡単です。そうではなくて、



24 

 

リスクが小さいけれども、不安に思っているものをどう理解していただくかは極めて難し

いです。 

 リスクが小さいですよということを情報提供しても、今はいろいろな情報が氾濫してい

ますから、添加物だと発達障害と関係があるというデータがありますよねとか、遺伝子組

換えだったら、がんができると言っている人だっていますよねというような疑問が次々に

出てくるわけです。それに対して、いや、これはこういう根拠、この論文はここがおかし

いという指摘がありますよ、EFSAはこうですよ、食品安全委員会はこういうふうに見解を

出していますよ、というような説明を一つ一つの疑問について、きちんとしなくてはいけ

ないわけです。 

 そういうところをちゃんとやった上で、総合的な安全とか感覚とか、そういうところに

踏み入っていかないと、到底共感とか信頼とかいうところにつながらなくて、極めて難し

い。このリスクが小さいものを不安に思っているというリスクコミュニケーションは、ま

さにその項目に詳しい人でないと実はできないです。 

 ですから、そこの切り分け方が多分これだと機能しなくなってしまうと。消費者庁の方

は今現在、添加物の担当とか農薬の担当ではないわけですから、今、何が話題になってい

るとか、消費者が何を怖がっているということをなかなかストレートに把握できないポジ

ションにいらっしゃるわけですよね。それが難しいのにという先ほどのすごく失礼な発言

につながるわけですけれども、そういうことを考えると、実はむしろ逆くらいでいいくら

いの話で、どちらが何をやるかというところがですね。ここの切り分け方はリスクコミュ

ニケーションを機能させるという意味で無理があると私は思います。 

○関崎座長 それは４省庁が集まって意見交換をされている中で議論していくということ

になるのでしょうか。 

○藤田消費者安全課企画官 単独でやると言いましても、先生を依頼することはあります

ので、そこは専門家の先生に依頼するということはあると思います。そこに食品安全委員

会の方を依頼するとか、当然、我々はそういう知識がないので、そこはぜひ依頼してやり

たいなと思います。 

○野田消費者安全課長 私はそういう意味でいくと、松永先生の言う説明能力のない素人

の立場に極めて近いのですけれども、例えば、放射能の場合についてはベクレルの基準に

ついて、いろいろな知見あるいはいろいろな異論、反論があるかと思います。我々の中に

は放射線の科学を一から勉強した者は誰もおりませんが、管理体制、検査体制、そういう

ところとあわせた上での説明だったらできる。そういうことで不安を解消できている面も

あると思います。アナリシスの考え方とかいうようなこともございましたけれども、そう

いう制度を現実とあわせたことでの説明ということであれば、いろいろできることもある

のではないかと。 

 また、宿題をいただきましたけれども、例えば、ある程度を読めば、ある程度の説明が

できるようなPR資料みたいなものがもしできるのであれば、我々でもできるし、都道府県
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の方にも配って何かできるのではないか。そういうことはまだ全然答えが出ていませんけ

れども、そういうことも含めて考えられることがあるのではないかというくらいを、今は

お答えしたいと思います。 

○松永構成員 放射性物質はそういう意味では想定問答集がすごく手厚いです。あのQ＆A

をきちんと把握されておいて、ある程度の目配りをしておられれば、答えられると思いま

す。しかし、例えば、添加物とか農薬とかいうことのコミュニケーションになったときに、

添加物はこうですよ、農薬はこういうふうに管理をしていますよというような説明をしま

す。 

 だけれども、質問として出てくるのは、私がいろいろなリスコミとかに出ていて質問と

して出てくるのは、でも、ネオニコチノイドはみつばちに、あるいは発達神経毒性に、と

いうようなところの質問が出てくるわけです。それに対して専門家とおっしゃいましたけ

れども、例えば、食品安全委員会の専門家がみつばちと発達神経毒性と両方を説明できる

かというと多分無理です。発達神経毒性はヒトだし、みつばちは環境影響とか、ほかの生

物への影響。だけれども、消費者が求めている情報はそういう切り分け方をしないわけで

す。両方を求めて、両方をリンクさせて聞いているのです。それにきちんと正面から答え

なくてはいけないわけです。これは私の専門分野ではないですから答えられません、ある

いは所管ではないですから答えられません、みたいな回答はせずに、きちんと誠実にやっ

ていくというのはすごく大変なことです。 

 それは実は管理機関は農水省とか厚労省とか、農水、厚労もある程度は切り分けて、み

ちばち、ネオニコだったら、農水は発達神経毒性に絶対に答えないみたいなことも起きま

すけれども、両方いたら、そういうことに答えられるということになりますよね。リスコ

ミで一番よくないのは、それはうちの所管でないですとか、わかりませんとかいうことで、

そこで拒絶してしまうのが最もよくないです。何とか答えてあげようという姿勢を誠実に

見せていくということをきちんとしなくてはいけなくて、それをやっていくには、この切

り分け方だと難しいではないですかと。もう少し柔軟にそこは整理をしたほうがよろしい

のではないでしょうかというのが私の意見です。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 終了時間まであと30分ちょっとということで、議論が全然進んでいないのですけれども、

もしこれは最後まで行かなかったら、残りの部分は次回にということで可能ですか。 

○藤田消費者安全課企画官 はい。 

○関崎座長 わかりました。すごく大切な場所なので、この時間のために区切るというの

はやめにして、続けたいと思います。 

 長村さん。 

○長村構成員 基本的には、私も松永さんとほとんど意見が一緒になります。松永さんが

最初に言われましたように、リスクがないものはあえて掘り起こさなくてもいいのではな

いかという発想は、本当にまずいと思います。添加物、農薬、放射性物質、これはほとん
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ど共通して、かなりあるレベルでの論文で危険だというようなことを示している情報が既

に出ているのです。それが結局、松永さんが言われるように、神経毒はどうですかと言わ

れたら、この量では大丈夫だという論文もある一方で、一方では何かありますと説明され、

それが物すごく大きく取り上げられて、危ないということを騒ぐ方々にはそれが唯一の論

文になってくるのです。 

 このように、ある先生が非常に大丈夫だと言った一方で、ある先生は非常に怖いという

ことを言っている。消費者はどちらを信用したらいいかというので迷っている人はいいの

ですけれども、怖いということが少しでも言われるのなら、もうやめておこうではないか

と。こういうところに落ち着いているのが添加物、農薬だと思います。 

 もう一つ、先ほど池田さんがおっしゃったのですが、健康食品関係のリスクは、私自身

が行っている活動の中でいろいろ被害情報が入っています。被害は大きく２つなのですが、

１つは健康障害。これは一番あってはならないことです。それと、もう一つは相当な経済

的被害も起こっていると見ております。うちの会員の活動の中から上がってくる情報から

見る限りにおきまして。ここら辺を整理していくということも重要だと思います。機能性

表示食品、特保、こういったものの管轄が消費者庁になっておられますので、そこら辺は

しっかりしていただく必要があるのではないかと思っております。 

○関崎座長 貴重な御意見をありがとうございます。 

 どうぞ。時間は気にしないで議論しましょう。 

○三宅構成員 ああ、そうかと思ったのですけれども、松永さんがおっしゃったように、

例えば、添加物は大丈夫なのだよと言うのは本当に難しいと思います。どうやってやって

いくのかもわからないし、本当にできるためには大変なのだろうなと思いながら、では、

本当にそれをみんなが大丈夫だと思わせなければいけないのかなと。私は事業者側なので、

一方で事業者側からしてみたら、そこは商売のチャンスではないですけれども、今は結構

たくさんそういう分野は発達してきているので、選択肢があれば、別に自分で勝手に選択

する分には構わないかなという思いも多少はあります。リスクでないのでどっちみち。ご

めんなさい、リスクでないというのは変な言い方ですけれども、健康被害がないのであれ

ば、食べても食べなくてもいいと。 

 ただ、今おっしゃったように、本当は健康被害があるのに消費者が全然気がついていな

い健康食品みたいな分野というのは、本当はもしかしたら、もうちょっと言わなければい

けない分野だということをおっしゃったのかなと思ったりはしたのですけれども、何をや

っていくべきかという、さっきの③のところで、リスクは実際には小さいけれども、感じ

る不安が大きいものと書いていらっしゃるのですが、もしかしたら消費者は不安に思って

いないけれども、リスクが実は大きいもの。本当はそこがどうするのですかというのは取

り上げてもいいのかなと、今お話を聞いて感じました。 

○関崎座長 それは先ほどの説明では、ほかの省庁との連携の中でやっていくという話だ

ったのですよね。 
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○三宅構成員 そうです。 

○関崎座長 長村さん。 

○長村構成員 今の添加物の件ですけれども、私は添加物に関しては、ちゃんとまともな

利用をすることによって本当に国民に健康な食を供給できるのに、わざわざ遠回り、ない

しは無駄な処方でやられている食品製造というのが随分ある。添加物が危なかった時代は、

ほぼ平成７年で終わったと見ております。むしろ今やるべきは介護食だとか、こういった

ものの中にどんどん利用していくことによって、本当に必要な人に必要な食品を供給でき

る社会というのが、添加物のちょっとした利用によってできる。それを心理的に防いでし

まっているというのは非常にもったいないと私は理解していますので、添加物の無添加が

いいのだという思想は変えるべきだと私は思っております。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 松永さん。 

○松永構成員 健康被害のあるなしと気持ちの被害というところがあるような気がしてい

ます。気持ちの被害と言うとわかりにくいのですが、例えば、添加物でしたら、おっしゃ

ったように無添加食品が売り物になっているもの、うちは化学調味料を入れていませんと

いうようなものとか保存料不使用とか、いろいろなものがあるわけです。ですから、添加

物のリスクということをリスクが大きいという意味ではなくて、無視できるリスクはちゃ

んとリスク評価がなされていて、リスクを無視できるものが使われていますというような

理解があれば、その好みでどちらかを選ぶということで機能するわけです。 

 ところが、現状はそこの意識がきちんと浸透していない。理解されていませんので、そ

うすると健康のために無添加を選びますというような人が現実に相当数はいらっしゃるわ

けです。事業者さんはそれでいいのかもしれませんが、私がいろいろな方のお話をお聞き

すると、若い人などは特にですけれども、うちはお金がないから無添加食品は買えないの

よねとかいうような、何か子供に悪いことをしているのではないかしらというようなこと

を思いながら、でも、どうしようもなくて市販の食品を買っていますみたいな方たちが相

当数いらっしゃると私は思います。 

 そうすると、それは添加物の健康被害ではないですけれども、間違った情報によって気

持ちの被害が生まれているのだと私は思っています。それは気持ちの被害だけではなくて、

身体的にすごくストレスになって、いろいろなことが起きるのかもしれないですけれども、

そこの誤解をきちんとそうではないですよと。これはあくまでも好みの問題ですよという

ところに理解を持っていくというのは、やはりこれは国がきちんとある程度は検討してや

っていくべきで、そういう誤解の是正は大事なことではないかと私は思います。 

○関崎座長 菅原さん。 

○菅原構成員 今、松永先生がおっしゃったことは私もそう思うなという感じがします。

私どもは放射能の関係で県外の方などにも福島の食品の安全性について説明をしに伺うの

ですけれども、そのときには、まずは「食の安全を確保する取り組みをしていること」、
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それを知っていただいた上で、「消費者がみずからの判断で、みずから選ぶことができる」

ように選択肢を広げられるような正確な情報、知識の提供を申し上げる取組を行っていま

す。このような取り組みが、今、先生がおっしゃったところと通ずる部分があるのかなと

思いました。そういう切り口ということであれば、この「消費者の感じる不安が大きくて、

リスク的にはそれほどでもない」という部分については、やはり意味のあるものなのでは

ないかと思いました。 

○関崎座長 夏目さん。 

○夏目構成員 今、問題になっている３つ目のテーマで、消費者が感じる不安が大きいも

のというところですけれども、そこで出てきた食品添加物、農薬、遺伝子組換え食品、放

射性物質、輸入食品、これは今まで全てリスコミをやっているものですよね。そうします

と、リスコミをやっていても消費者が食品の安全に関して気にする、要するに不安に思っ

ているというふうに受けとめられているとすれば、今までのそれぞれについてのリスコミ

のあり方の中身なのか、それとも手法なのか、というところをきちんと押さえることが必

要なのかなということを一つ思いました。 

 例えば、輸入食品にしても、松永さんがコーディネーターになったりしてリスコミをや

っていてくださるわけですよね。やっていても皆さんがそこから安全だという理解度を得

ることがなかなか難しい。でも、そのリスコミを一つずつやったときのアンケート調査を

すると、すごく満足度は高いです。それはあくまでも、そこに参加している事業者であっ

たり、消費者であったりして、一般の特にそういうリスコミの場に行かない消費者にとっ

ては、余り関係ないような話なのかなと。非常にそこに乖離があるというふうに、リスコ

ミを国がやったときに集まる人と一般の国民、消費者の間で非常に乖離があるので、不特

定多数のこういうアンケート調査をやったときには、リスコミの効果があらわれていない

ようなものが出てきたのかなと一つ思いました。 

○関崎座長 でも、放射性物質と比べれば、リスコミの厚さがないと、頻度もないと、回

数もないということが、そういう結果になっているのではないでしょうか。放射性物質に

関するリスコミは、やればやるほど理解は高まっているというのは今までも成績で出てい

るわけですから。もちろんやっていたと言っても、あれほど手厚くやっていませんよね。

その結果がそうなっているのではないかと私は思います。 

○夏目構成員 確かにそれはあると思います。3.11の後に原発の問題があって、放射性物

質についてのリスコミはやらざるを得なかったというところはありますけれども、そうか

と言って、今、不安に挙げてあるような課題をやってこなかったわけではなかったので、

これからどうするかということは課題だと思います。それが１つ。 

 もう一つは、その書き方だと思います。①、②に加えて、消費者庁が主体になって行う

リスコミという書き方をしているので、消費者庁だけではできませんよねという話になり

ますし、あくまでもこれは関係府省が連携をして消費者の不安を感じるものについてもリ

スコミをしていくという、そういうスタンスは変わらないのだろうと思います。少し書き
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ぶりを検討されたらどうかなと思います。 

 以上です。 

○池田構成員 私も消費生活センターの現場で働いていまして、正確な科学的な情報が非

常に入手しにくいなというのは感じています。テレビでは報道番組やバラエティー番組で

いろいろな食品安全について取り扱われていますけれども、そういった科学的な情報は非

常に実際に本当のところは入手しにくいという状況がありますので、そういった情報を提

供していくとか、あるいは健康危害の生理的なメカニズムを提供していくというのは専門

家の方から行っていくことが望ましいと思います。 

 一方で、消費者庁は消費者基本法ですとか、あるいは消費者教育推進法とかありますけ

れども、日常生活の中でそういったいろいろな大量の宣伝とか、今はインターネットもす

ごくありまして、広告にさらされているわけですけれども、そういった一般の消費者の方

がそういった情報を吟味して判断していく力を高めるような、そういうリスコミをしてい

くというのが消費者庁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。 

 さまざまな御意見、かなり貴重な御意見を頂戴したので、事務局はまとめるのが大変か

もしれませんけれども、これらに対して、また考えていただければと思います。 

○藤田消費者安全課企画官 はい。 

○関崎座長 あと十数分ありますけれども、ぎりぎりまで議論したいと思います。次の部

分、６ページの「２．リスクコミュニケーションの実施」に関して「食品中の放射性物質

に関するリスクコミュニケーションの取組」。ここについて御議論をいただきたいと思い

ます。 

 中村さん、どうぞ。 

○中村構成員 前回、私は西日本でもやってみたらどうですかと申し上げたのですけれど

も、実は前回が終わった後に保健所のほうに戻りまして、ほかの保健所にも聞いてみまし

た。私は福岡県の保健所におりますけれども、福岡県の保健所のほうには放射性物質に関

しての問い合わせはほとんど入ってきていないという発言を前回させていただきました。

ほかの保健所にも聞いてみたのですが、やはりないです。 

 今、議論になりました食品添加物、農薬、遺伝子組換え、これらも保健所には余り相談

はないと思ったのですが、保健所の職員に、実際に例えばスーパーで野菜とかを買うとき

に何か見ているかと聞くと、実は福岡県は地産地消をかなりやっていますので、県内、九

州内といったところの産地の野菜が並んでいるというような状況でございまして、考える

機会がないみたいです。 

 私もあれからいろいろなスーパーを回って産地を見たのですけれども、やはり福島から

福岡は遠いみたいでして、私は見かけることができなかったのです。ですので、前回、西

日本で調査をしてみてはどうだろうかと私が申し上げたのは、西日本というのもあります

よというのも１点あるのですが、その考える機会がないという地域で今、言ったように現



30 

 

状はどうなのだろうかという、そのベースの部分をデータとしてとっておくというのも将

来的に役立つのではないかという意味も実はあったのです。 

 ただ、今日御説明をお伺いして、まず最初にやるべきことというのは、６ページの取組

方向の２つ目のポツですね。リスコミの重点を福島県等の被災地から福島県以外の消費地

に移していく。これはそのとおりかなと思いました。ですので、前回、私が西日本、西日

本と随分申し上げたのですけれども、こちらの方向性で私は問題はないかなと思います。

しかし、例えば将来的に、現在の消費地である大阪と名古屋と東京ではリスコミが十分で

きましたといった場合ですとか、輸送方法が改善されて福島県産のそういった野菜とかが

ほかの地域にも出荷されるようになりましたといったときに、ここの２つ目のポツを少し

修正していただけるというような余地を残していただければなと思いまして、発言させて

いただきました。 

 以上です。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 菅原さん。 

○菅原構成員 ここの２つ目のポツが大事だというところは、私どもも大変そう感じてお

ります。福島県の取り組みとしましては、県内の方々への安全・安心の提供ということで、

「食と放射能を考える説明会」というものを実施しておりまして、それは本当に学校であ

ったり、消費者団体であったり、そういった小規模のところに伺って、どちらかと言うと

車座的な形で専門家を派遣して、お話を聞いていただいております。 

 プラス、「ふくしまの今を語る人、県外派遣事業」というものをやっておりまして、こ

れは全国どこへでも、お呼びいただければ、また、話す機会を設けていただければ、農業

生産者や専門家、そのほか、語り部のような者を派遣して、食の安全の取り組み等を御説

明申し上げるというようなことをやっております。 

 まさに今ここが重要だということを実感しているものとしては、昨年度の事業を開始し

て、当初30カ所という計画でいたのですが、申し込みが多くありまして34カ所実施いたし

ました。ところが、今年は更に増えまして、消費者団体であったり、あるいは何かのフェ

スティバルの中でやってくださいというところもあったりで、今、予定しているもので45

件、本当にはるかに予想を超える形で実施することになっており、そのほかは申し訳ない

のですが、お断り申し上げているような状況でございます。 

 今年度は愛知県や福岡県もお伺いさせていただいておりまして、更に、沖縄県などから

も申し込みが来ております。また、SNSで発信もしておりますので、そういったところから

情報を入手して、うちでもやってくれないかというような希望が広まっているところもご

ざいますので、県内につきましては、私どもがガッツリ、自分の県の中の取り組みとして

実施いたします。ですから、国のほうでやっていただく部分については、もちろん私ども

もやりますが、消費者庁さんのほうでは、全国に向けて、「福島県以外の消費地へ向けて

のリスコミ」というものを実施していただけたら大変ありがたいと思いますので、申し上
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げました。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 事務局、参考にしていただければと思います。 

 ほかに何かこの取り組みについてはよろしいですか。時間はもうお気になさらず、次回

へ繰り越すのは確実になっていますので、よろしいですか。ありがとうございます。 

 では、もう一つ、２番目の実施に関する課題で「効果的なリスクコミュニケーションの

手法」ということで御提案いただいたものに対して御質問・御意見が何かありましたら、

どうぞ。 

 長村さん。 

○長村構成員 多分、消費者庁が中心になって、いろいろなところでリスコミをやられて、

さらに、幾つかの消費者団体とか消費生活センターとか、そういったところを巻き込まれ

てやられてはと思います。本当は疑問に思っていても、こういう問題については勉強もし

ないという方々の人口が一番多いと思います。こうした人々に対する対処は誰もが見てい

るテレビみたいなもので行ってはいかがでしょうか。誰かリスコミのできるタレントを国

の予算で養成してはどうでしょうか。どこかのいわゆるタレント業者に頼んで、理系なり

のちゃんとした大学または、大学院くらいまで出た人を養成するのです。漫談にケーシー

さんという医者のタレントさんがいますが、一般消費者からあの先生に糖尿病のときはこ

うだと聞いたのですが、これでいいですかと質問されたことがあります。落語だとか、あ

あいう形でのものが結構一番受け入れさせやすいのではないかということを思います。で

すから、タレントの養成もありではないかというように思いますが、いかがでしょうか。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 予算の問題もあるかもしれませんけれども、大変効果を期待できるかもしれませんが、

そういうことはできそうなのですか。 

○藤田消費者安全課企画官 消費者庁の関係でいきますと、実は吉本の方たちが地域の草

の根的に活動されている芸人の方とかがいらっしゃいますので、そういう方を活用できま

すよとオファーをいただいておりますので、そういう方と連携して何かをやるということ

は一つ考えられるかもしれません。農林水産省さんはさかなクンをうまく使ってやってい

ますが、ああいう方が自発的に出てきていただけるとすごくいいなと思いますけれども、

誰かを養成するというのはちょっと難しいかもしれないですが、コラボできるところがあ

れば、考えていきたいと思います。 

○野田消費者安全課長 吉本興業の話は私も伺いました。吉本さんのほうもいろいろと行

政とコラボを組んでやっていますというところで言っていましたのですけれども、押さえ

ておかなければいけないところは、芸事は要は権力とか国とは基本的になじまないです。

吉本さんの方にも言われましたけれども、例えば、どういうふうにやるのかというと、国

のキャンペーンか何かで意見交換会をやるときに聴衆の方が思っていそうなことを言って

みたりはしますが、芸人の方は国と同じようにこうこうすべきだと声高に主張すると、そ
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れはできないし、おかしくなるという話を言われていました。そういう意味では、なじみ

にくいところがあるというところは押さえておかなければいけないだろうと思っておりま

す。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 夏目さん、どうぞ。 

○夏目構成員 今すごい話が出てきましたけれども、テレビもそうですが、取組方向のと

ころにメディアに関するものが全然出ていない。新しくて古いわけですけれども、テレビ

が出てきました。メディアの果たす役割はとても大きいので、このリスコミの手法として

は利用できるところがあるのではないかと思います。ですから、どういう形かというのは

松永さんなどは専門かと思いますけれども、少しお知恵をいただいて、入れ込んだらどう

かなと思います。 

 以上です。 

○関崎座長 ありがとうございます。メディアだそうです。 

 菅原さん。 

○菅原構成員 メディアの活用というところだと、先ほどSNSの話をしましたけれども、「ふ

くしまの今を語る人」事業についても、語っている場面の映像をYouTubeにダイジェスト版

ということで上げまして、それを更にFacebookでダイジェスト版を見てくださいと拡散す

る取り組みも行っております。 

 それから、吉本興業さんの話が出たのですが、福島に母心やみちのくボンガーズという

吉本系芸人の方がいるのですけれども、食の魅力発信などの県事業でご活躍いただいたこ

とがあります。また、その芸人の中で、東日本大震災後、福島に戻られて新たに農業を始

めた新規就農者がいまして、実際に農業に携わっている吉本出身の新規就農者ということ

で、その方をふくしまの今を語る人のアンバサダーという形でお招きして、実際に農作物

生産段階での安全・安心の取り組みや、不安の部分で、皆さんが感じているかもしれない

けれども、ここはこういうことなのだよということを割と砕けた話し方で、でも、正しい

ことをしっかり伝えていただいております。先週の土曜日に甲府に行ってまいりましたが、

アンバサダーの話は、消費者の方々にはよく理解いただけまして、営農者の話を直接お伝

えできたというところと、彼らは語りのプロなので、なじみやすい言葉で説明いただける

というところが、強みなのではないかなとは思いました。 

 ただ、我々がやろうとしていることと彼らのテイストと、方向性を合わせるところは難

しい部分もあると思うので、その辺は課題になってくるのかなと感じます。 

 以上です。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 貴重な御意見をたくさん頂戴しました。次に行くと本当に時間がないので、この手法の

ところで本日は中締めというか仕切って、次のところは次回に持ち越しということで、こ

の手法の議論をできるところまで、今日はやって終わりたいと思います。 
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 松本さん。 

○松本構成員 ありがとうございます。この手法のところで工場見学と書かれているとこ

ろがあります。誰が説明するか、というところはすごく重要だと思います。食品メーカー

だけで情報をアウトプットしても消費者の方にはなかなか信用してもらえないという部分

はあると思いますので、そこは有識者の方々とコラボレーションをしながら開催するとい

うことで、多くの消費者の方に理解を深めていただくというのはとても有意義だと思いま

す。 

 消費者の方の不安の要因として、どうやってつくられているかがわからない、というの

はあると思います。食品メーカーの中でも工場見学の対応ができる企業は限られてくると

は思いますが、消費者の方から「見て安心した」という御感想を実際にいただくことがあ

りますので、企業を活用するというのもぜひ積極的にやっていただければと思いました。 

○関崎座長 その見学会みたいなものを消費者庁が主催・企画して、事業者の方に協力い

ただくとか、そんな感じですか。 

○松本構成員 そういうふうに書かれているのかなと受け取ったのですが。 

○藤田消費者安全課企画官 こちらから企画するというのもなかなか難しいのかなと思い

ますので、もしされることがあれば、必要があれば呼んでいただければと思いますし、自

主的にやっていただいても、もちろん非常に歓迎ですし、資料があれば。 

○松本構成員 その自主的にやったときに、一企業の話では消費者の方になかなか受け入

れてもらえないということがあります。そのときに誰がお話をするかというのはとても重

要で、例えば、有識者の先生であったり、食品安全や食品衛生の専門家であったりと、そ

ういった第三者の方たちの発言だと消費者の方の受け取り方が全然違うのです。そのあた

りも考慮して、この工場見学も企画されていくと良いと思います。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 有識者の派遣を消費者庁のほうからお願いするという感じですね。 

 菅原さん。 

○菅原構成員 今の松本先生の話につながるかもしれないのですが、やはり工場だったり、

放射能の話も同じことがあると思います。私は３月まで教育旅行とか観光のほうに携わっ

ておりまして、教育旅行の部分で保護者の方々等にお呼びいただければ、どこへでも伺っ

て福島の安全性や放射能のお話を説明していたのですが、正確な情報をちゃんとお伝えし

ても、来てもらいたいから、そういう安全だとかいうことを言うのでしょう？とおっしゃ

る方もいました。そのようなことから、企業様が説明会などをおやりになれば、買っても

らいたいから、そういう見せ方でやるのでしょうと、消費者の立場としては疑った見方で

考えてしまう部分があると思います。そういった部分もあるので、やはり客観的な第三者

機関の方ですとか、あるいは有識者とか、そういった方々と一緒にやるというのは非常に

大事なことかと思っております。 

 教育旅行誘致のための安全性の説明も第三者的立場の専門家や大学の先生と私ども行政
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というような形の２本立てで説明などをさせていただいておりまして、そういった形での

手法は必要になってくるのではないのかなと考えております。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 松永さん、恐らくこれが時間の最後になるかもしれません。お願いします。 

○松永構成員 方法論なのですけれども、20代、30代あたりの一番情報を届けたい人に届

くという意味では、SNS、ツイッターとかFacebook、ブログですね。そこら辺の活用は欠か

せないのだと思いますので、効果的な手法を検討するというところにも入ってくると思う

のですけれども、そこでどういうスタンスでどういうふうにやっていくかというところは

少し詰めたほうがいいように思います。 

 昨年、消費者庁がツイッターでクックパッドのレシピで酵素ドリンクを出してしまって、

２時間後くらいに取り下げるというようなことがありましたよね。SNSはすごく効果的で、

特にこのリスクの話だと、何かちょっと報道があって怖いというような感情が盛り上がっ

たときに、そこで、そうではないですよというような情報提供をできれば、かなり効果的

なのだと私は思っています。 

 情報の波及効果は結構大きい。特に若い人たち、20代、30代、お母さんたちあたりの情

報の浸透効果は結構高いので、そこを上手に使わなくてはいけないのですけれども、そこ

の情報の吟味はとても大事で、間違えるとそこで信頼を失ってしまうわけです。何だ、消

費者庁は酵素ドリンクもチェックできないのかみたいな反応が、申しわけないけれども、

実際にそういう反応につながってしまうのです。そういう怖さもありますので、きちんと

自分で判断できる人がかなり責任を持ってやらなければいけないことだと思いますので、

そういう意味でのどう使うか、どう位置づけるかみたいなところも検討をいただければと

思います。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 残念ながら時間が超過してしまいましたので、本日の議論はここで締めなければなりま

せん。さまざまな御意見、非常に貴重な御意見を頂戴しまして、ありがとうございます。

特にどういうテーマにするか、どのように伝えるかというのは大事なお話ですし、情報は

なるべく公開にしなければいけないということの一方で、事業者側からすれば、余り寝る

子を起こしてほしくないという立場もありますので、本当に伝え方が大事な問題になるか

と思います。 

 今日の御議論を踏まえて、次回は最後に残されたリスクコミュニケーションの促進につ

いて、また議論をいただくわけですけれども、今日の部分についても事務局のほうでアイ

デアが出てきましたら、まとめて次回にお話をいただければと思います。よろしくお願い

します。 

 次回、第３回の日程は11月21日月曜日14時を予定しております。詳細はまた事務局のほ

うからオープンになると思いますので、それをご覧になっていただきたいと思います。 

 それでは、本日はこれをもちまして、研究会を終了したいと思います。どうもありがと
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うございました。 

 


