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第４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12月26日（月） 14:00～16:00 

 

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、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）リスクコミュニケーターについて 
（２）食品に関するリスクコミュニケーション研究会報告書（案） 
（３）その他 
3. 閉会 
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○関崎座長 それでは、定刻となりましたので、ただいまより第４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。 

 本日は、金川さんから御欠席されるとの連絡をいただいております。 

 まず、資料の確認を事務局のほうからお願いいたします。 

○藤田消費者安全課企画官 資料の確認でございます。 

 まず、一番上に議事次第が入っておりまして、めくって頂きますと座席表。 

 資料１が２つになっております。「出前講座」と書いてあるのが資料番号を振っており

ませんけれども１－１でして、資料１－２がプリントになっております。 

 資料２が本日の報告書（案）になっております。 

 参考資料といたしまして、１回から３回までのときに使っていた主要な資料をつけてご

ざいます。参考資料１～５と付いてございます。 

 資料に不足のある方等ございますでしょうか。もし途中で乱丁等ありましたら、お気づ

きの場合はお知らせください。よろしくお願いいたします。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 では、報道の方はもし冒頭の頭撮りをしていらっしゃいましたら、ここまでにして頂き

たいので、御協力よろしくお願いいたします。 

 本日は議題が３つあります。そのうちの２番目の報告書についての議論がメーンになる

わけですけれども、この報告書の作成に当たって非常に参考になる情報を構成員の方から

頂戴しております。そこで、それを先に皆さんに御紹介して、それから報告書（案）のほ

うに進みたいと思います。 

 １つは、池田さんから東京都消費者啓発員（コンシューマー・エイド）の出前講座につ

いて、リスクコミュニケーターについて、情報をいただいております。 

 もう一つは、前回の研究会でもちょっと話題になりました、長村さんが実際に活動して

いらっしゃいます日本食品安全協会で、会員の方々からの意見を聴取したというのがあり

ましたので、それについて御紹介頂きます。 

 これが終わりましたら、本論であります報告書の議論に行きたいと思います。 

 それでは、まず、議題１、出前講座について、池田さんから御紹介お願いできますでし

ょうか。 

○池田構成員 時間を頂きましてありがとうございます。 

 リスクコミュニケーションの推進ということで、地方公共団体の取組を支援していくと

いうことがございました。それに関連しまして、東京都消費生活総合センターで行ってお

ります出前講座についてお話しさせて頂きたいと思います。 

 放射能についてのリスクコミュニケーションでは、20名程度の車座方式で行ったことが

理解が深まって有効だという意見がございました。車座方式というものですけれども、私

が理解しております車座方式といいますのは、以前、平成24年に消費者庁が実施しました

健康食品に関するシンポジウムにおきまして、京都大学農学研究科の新山陽子先生が研究
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結果を報告されていました。それは24人の女性をグループに分けて、双方向のリスクコミ

ュニケーションを実施したものでした。そこでは、健康食品のイメージ、利用状況、リス

ク認知について参加者が意見を述べ合って、リスクコミュニケーターが途中でそのグルー

プの中でわかったこと、疑問が残ったことについて情報提供を行います。再度参加者同士

で話し合いをしてもらって、リスクコミュニケーターがその中でわかったこと、疑問が残

ったことについて情報提供を行っていくというものでした。その結果、リスク認知や購買

行動がどのように変わったのか。つまり、リスクコミュニケーションによる変化というも

のを発表されていました。こういったリスクコミュニケーションの方法として、車座方式

といったものが非常に有効であったという報告でした。 

 こういった車座方式の意見交換会につきまして、地域に密着した地方公共団体が取組を

推進していくことが以前の会で取りまとめられていたかと思います。消費者庁の役割は何

かと申しますと、２つありまして、１つは、当該地方公共団体や他の省庁、教育機関と連

携をとって、リスクコミュニケーターとなる人材の育成ですとか、仕組みづくりを行うと

いうこと。２つ目は、当該地方公共団体に対する予算的な支援を行うという考えが示され

ていたかと思います。 

 そこで、地方公共団体が実施するリスクコミュニケーションですけれども、消費生活セ

ンターでは既にこういった取組を行っておりますので、そういった活動を活用していくこ

とも一つの方法だと考えています。なぜかと申しますと、消費者庁といいますのは、地方

消費者行政、とりわけ消費生活センターの司令塔として既に各地の消費生活センターと連

携をしてその事務をとり行っているからです。 

 具体的に申しますと、各地の消費生活センターでは、出前講座と呼ばれる啓発活動を行

っています。小学校、中学校、高校、大学、企業、老人会、PTAなどさまざまなところへ啓

発員を派遣して、暮らしに役立つ消費生活にかかわる講座を開催しております。 

 東京都消費生活総合センターのパンフレットがありますので、ご覧頂ければと思います。

私が勤務しております東京都消費生活総合センターでは、消費者啓発員というものを養成

して、啓発員はおおむね都内の10以上のグループあるいは教育機関、企業等の実施する学

習会の講座ですとか講演会に講師として派遣されています。東京都には、こちらにござい

ますように、右側の一般講座、左側の実験講座というものがありまして、実験講座では、

ここにありますように、食品添加物ですとか健康食品、遺伝子組み換え食品といったもの

をテーマに取り上げています。年間の開催数は250件程度です。啓発員は、一般講座のほう

は30名ですけれども、実験講座のほうは５名となっています。 

 結論ですが、既にある消費生活センターの出前講座を活用して、地方公共団体のリスク

コミュニケーションの取組を推進していってはどうかということで、この中に食品添加物

ですとか、健康食品のリスコミや食の安全性に関する意見交換会を加えていってはどうか

ということの提案です。 

 ２つ目としましては、こういった実験講座といいますのは、実は各地の消費者センター
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では行っておりませんでして、東京都独自のものとなっております。啓発員も５名という

ことで、非常に少ないということが課題となっております。 

 こういったところに、例えば、退職された理科の先生などをリスクコミュニケーターと

して派遣するなどの人材の養成ですとか、予算的な措置を図って頂くことが消費者庁が今

後目指していく地方公共団体への取組の支援の一つとして望ましいのではないかと考えま

して、東京都の出前講座を参考までに御紹介させて頂きました。 

 以上です。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 情報提供として、続けて次の話題もお願いしたいと思いますので、長村さんから御説明お願

いします 

○長村構成員 それでは、資料がたくさんありますので、飛ばしながらやらせて頂きます。 

 まず、資料１－２をあけて頂きたいのですが、我々がやっております日本食品安全協会とい

うのは、今から12～13年前に、健康食品を含む食の問題を何とかしなくてはということで、最

初は健康食品にある程度特化した教育を行って、認定を行うという仕事をやっておりました。

しかし、非常に食の安全、安心をおびやかすと言われる事項に、でも本当かといった問題が非

常に多発してきたことから、平成24年に健康食品だけではなくて、食と健康全般にかかわるリ

スクコミュニケーションをやっていこうということで、名称も日本食品安全協会という形に変

えまして、活動も健康食品問題から食と健康全般のリスコミを行うということをやっておりま

す。 

 現在、参加している教育機関が52大学63学科ございまして、かなりがいわゆる医学部保健学

科というところが入っております。あと、農学部とか管理栄養士の養成を行っている大学であ

ります。 

 これら教育機関の上級学年の学生に試験をやってある程度の学力があると判定された学生

にとりあえず健康食品管理士という名称で認定しているのです。合格率が80％ぐらいでありま

して、該当する国家試験の合格率よりもやや低いところを動いております。ということは、合

格している学生が相当優秀であるということを意味しております。その能力を活かしてそれな

りにリスクコミュニケーションにタッチしています。あとで具体例を、ちょっと報告させて頂

きますが、非常にしっかりしたことができるということがわかってきております。また、現在、

必ずしも受講した学生がこの試験を受けるとは限らないものですから、もしも何か資格が有効

になるということになれば、２万人ぐらいの受験をすることができる人員が眠っているという

ことも事実であります。 

 次のページへ行って頂きまして、認定者が具体的にどんな活動をしているかということにな

るのですけれども、支部と本部が開催いたします研修会、市民公開講座等への出席の義務づけ

を行っております。更新をしようとするときには、これに出ていないと更新できないというこ

とがあります。 

 ②で書いてございます更新試験という、知識、情報をちゃんと勉強しているかどうかという
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試験を、年４回発行しております会報がございますが、これにはここの構成員である松永さん

などにも書いていただいておりますが、そういった会誌の内容に関する試験を行っております。 

 支部と本部が開催する一般市民に対しての種々の啓発活動に参加するということで、最初は

健康食品にかなり特化していたのですが、ここ５年ぐらいが食のリスクコミュニケーションと

いうことで行ってきております。簡単にまとめましたのが表１で、24年からことしの11月まで

で160回行っております。これは北海道から沖縄まで全国です。宮古島とかも入っております。 

 そして、ページが切れてしまっているのですけれども、取り上げましたテーマは、健康食品、

食と健康、食のリスク、放射線リスク、健康管理ということで、３ページの上のほうにまとま

っておりますが、323のテーマが取り上げられております。その内訳はここに書いてあるよう

なことなのですが、非常によく活躍しております沖縄の活動をちょっと参考にさせて頂きたい

と思います。４ページの真ん中に、先ほどの統計とは違う形で、沖縄が具体的に活動した活動

の回数が真ん中あたりに書いてございます。 

 会員しかのぞけない沖縄のホームページがあるのですが、ここには例えば健康食品などでも

具体的な商品名が書いてあります。どういう商品でどういう問題があるということをかなり書

いてございますが、参考資料として沖縄からもらいましたのが、別添１という次のページにな

りますが、例えば高血圧を持った人がある意味での健康食品だとか食の相談に来られ、健康食

品を持ってこられたときに、これがいいか悪いかとか、そういうことも含めてのマニュアルで

ございまして、臨床医も参考にしております。喜んでこのホームページに入る許可をとっ

ている臨床医が結構ございます。この健康食品はこんなに悪いんだねというようなものが

出てきておりますから、余り大きくは公開したくない部分もあるのですが、いずれにいた

しましてもこのようです。 

 もう一つは、いかに効率よくやるかということで、沖縄支部の非常に感心なのは、小さ

くやった回でも全部アンケートをとって、そのアンケートを集計したのがそれ以降のペー

ジに載っております。こういうことで、絶えず反省をして、地域市民にどう食い込んでい

くかということで、かなりまともな活動をやっております。 

 ３ページへ戻って頂きたいのですが、そういうことで、今回、こういうことに私が参加

しているということから、消費者庁で言ってほしいことを皆さん言ってくださいと言いま

したら、３ページの「５．支部活動から上がってきている消費者庁に対する要望」という

ことで、やはり健康食品の問題でスタートしたものですが、一つ全国的な回答で共通して

おりましたのは、一般市民に的確な情報を伝えるためのアドバイザーの存在が必要である

というのが大きな結論になったかなと感じております。 

 以上です。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 それでは、今、御紹介頂きました池田さん及び長村さんからの情報に関して、構成員の

方々から何か御質問等ございますでしょうか。よろしいですか。 

 私、１つ、池田さんの情報に疑問があったのですけれども、実験講座の大人向け、子供
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さん向けの中に、食品添加物というのがあったのですけれども、これはどういう情報提供

になるのでしょうか。例えば今、食品添加物はいろいろ話題になっているのですけれども、

国では非常に厳しい認可の毒性検査とかをやって、その上で使えるものしか、今、使って

いないはずですし、一部天然のもので昔から使われていたもので評価が行われていないも

のもありますけれども、実験的に添加物を見つけて何をするのかなというのが気になった

ところなのですが。 

○池田構成員 私は一般講座の悪質商法とか、いわゆるクレジットカードの仕組みとか、

小学校に行ってお金の使い方はこうですよというのをやっておりまして、実際に実験講座

のほうは余りよくわからないところもあります。聞いているところでは、食品添加物の種

類や表示などについて説明を行ったり、ハムとかソーセージなどいろいろそろえまして、

発色剤を検出する試験紙というのがあるそうでして、こんなに着色料が使われていますよ

とか、発色剤が使われていますよというようなことをそこで実験して見せるということな

のですが、ただ、やはり行政機関が行っているものですので、一応市場に出されているも

のはそれなりの基準をクリアして出されているものですので、だから何というところが非

常に難しくて、買わないでくださいということも言えないのですけれども、そういうもの

を見て食品を選びましょうということをしていると聞いております。 

○関崎座長 そのネガティブな方向に行くというバイアスがかかるといけないなと思った

ので。 

○池田構成員 そうですね。そこも一つの課題があると思います。きちんとしたリスクコ

ミュニケーションができるコミュニケーターを養成して、わかっていることと疑問に思う

ことをきちんと提供しつつ、リスクを認知させていくというやり方を考えていくべきなの

かなと思います。 

○関崎座長 いろいろ事情を考えた上でやって頂けていればいいかと思います。 

 ほかに何かございませんか。よろしいですか。 

 恐らくこの話題については次の報告書（案）を考えるところでもところどころで引用し

ながら話が進むかもしれませんので、そのときにまた思いついたことがあれば、御意見を

頂戴できればと思います。 

 では、早速今日の一番の本論ですね。今、御質問がないようですので、議題２「食品に

関するリスクコミュニケーション研究会報告書（案）」に移りたいと思います。これは資

料２ですので、事務局のほうからの御説明ということでしょうか。よろしくお願いします。 

○藤田消費者安全課企画官 説明はそれぞれ分けたほうがよろしいですね。 

 では、ページをめくって頂きまして「はじめに」というところから入ります。第１回の

ときに説明いたしました消費者庁の役割から書いておりまして、消費者の役割、消費者の

やるべきことを整理してございます。一番重要なポイントは真ん中辺（１）（２）（３）

とあるところですが、消費者庁が実際にやることとして、（１）リスクコミュニケーショ

ンの事務の調整を行います。（２）意見交換会を開催する等によってリスクコミュニケー
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ションのあり方を検討します。（３）消費者庁・事業者・行政関係者等の横断的なリスク

コミュニケーションを促進するという３点がございます。 

 今回の研究会のテーマということで、平成21年９月に設立した消費者庁が東京電力福島

第一原子力発電所の事故以来、放射性物質に関するリスコミに取り組んでいましたけれど

も、５年が経過したということで、これまでの取組を検証して、課題を整理して、取組方

向を検討いたしましたということを「はじめに」を書いております。 

 「はじめに」は多分そんなに議論にならないと思いますので、１の取組実績に移らせて

頂きます。これは第１回のときに検討した内容となっておりまして、１の取組実績では、

実績のみを書いております。５ページ目以降に２ということで取組方向を書いております。

評価と今後の取組方向については、後ろに書いており、ここは実際に起こった事実のみを

書いているという構成になっております。 

 １の中の構成ですけれども、先ほど言いました３点、事務の調整とリスクコミュニケー

ションの実施、４ページ目の③にありますリスクコミュニケーションの促進という３本の

柱でまとめております。 

 まず、①リスクコミュニケーションの事務の調整といたしましては、１）リスクコミュ

ニケーション担当者会議をやったということが書いてあります。これは各週でリスクコミ

ュニケーション担当者会議を開催して、この会議では複数の省庁が連携して実施する意見

交換会のテーマや日程、具体的な実施方法等の調整を行っているということが書いてござ

います。 

 ２）調整の中の補助する取組ということですけれども、この中の（ア）といたしまして、

「食品と放射能Q&A」を作成したということを書いてございます。「食品と放射能Q&A」は

平成27年までに14万8,124部が配付されました。また、ミニも作っておりまして、これを１

万4,638部配付しております。これらの小冊子はホームページにも掲載されておりまして、

231万件のアクセスがございました。 

 補助する取組の２つ目といたしまして「風評被害に関する消費者意識の実態調査」も行

っております。下から２行目ぐらいに書いておりますが、平成25年２月から年２回開催い

たしております。平成28年８月末までに計７回、これは前回の８回目の集計をする前の文

言となっておりますけれども、報告書が出る段階で８回目とするか、９回目とするかは調

整させて頂きたいと思いますが、風評被害に関する意識調査の実態調査を行ったというこ

とを書いてございます。 

 ②取組の中の２つ目の柱、リスクコミュニケーションの実施でございます。１）関係府

省連携による意見交換ということで、平成23年から27年までに関係府省が連携いたしまし

て、放射性物質に関するものを48回、健康食品に関するものを７回、牛海綿状脳症、BSE

に関するものを４回、食中毒に関するものを４回、輸入食品に関するものを３回、農薬に

関するものを３回、意見交換を実施しております。食品中の放射性物質が48回と一番多く

なってございます。形式はシンポジウム形式を中心としてやってきています。車座もちょ
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っとやったことがございますということを書いてあります。 

 １）が関係府省連携ですけれども、２）は消費者庁が行ったものになっています。消費

者庁が行ったものはほとんどが食品中の放射性物質に関するものでございました。これは

消費者庁単独というよりも、地方公共団体の依頼を受けまして、放射性物質等について共

催ですとか講師派遣、講演等を平成27年度末までに470回実施してございます。意見交換会

には消費者庁職員も行政関係者として参加して、先ほど言いましたQ&Aですとか意識調査の

内容の紹介等も行っております。消費者庁からの職員派遣は358回、うち212回が福島県へ

の派遣となってございました。 

 ３番目の柱ですけれども、リスクコミュニケーションの促進です。この中の柱が２つご

ざいまして、１）地方公共団体が行うリスクコミュニケーションの支援です。これは先ほ

どの②の２）とほぼ同様の内容でございまして、地方自治体へ職員を派遣したり、有識者

を紹介して講師の謝金を支援したり、会場借料などの協力・支援を行ったということが書

いてございます。 

 ２）はリスクコミュニケーターの養成ということでございます。これは、消費者庁がリ

スクコミュニケーターを直接養成したものでして、平成25年度に約3,400人の食品の放射性

物質に関するリスクコミュニケーターを要請いたしております。これについては、地方公

共団体の職員等が市民等からの問い合わせに答える役割など果たしたということが書いて

ございます。 

 以上が１になっております。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 まず、消費者庁が行った取組実績について、これはこれまでの事実をそのまま整理した

ということです。何か重要なことが抜けていないか、過小あるいは過大に評価されていな

いか、そういった点も含めて、御意見、御質問がございましたら、構成員の方からぜひお

願いします。 

 長村さん。 

○長村構成員 ４ページの③の２）のリスクコミュニケーターの養成というところですが、

実は支部会等からのアンケートの中に、このリスクコミュニケーションのときに森まさこ

さんと消費者庁長官の認定証みたいなものが発行されたと思います。せっかくこういうこ

とで認定証を出すのなら、これからもやられたところでスタンプを押してもらって集めら

れるようなシステムをつくってもらえませんかということがありました。そうすると励み

になりますと。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 事務局、いかがですか。 

○藤田消費者安全課企画官 検討したいと思います。 

○関崎座長 ほかに何かございませんか。 

 松永さん。 
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○松永構成員 ２点申し上げます。 

 「はじめに」のところですが、書いてあることはあるのですが、せっかく６年近く消費

者庁としてリスクコミュニケーションをやってきたという実績があるのに、それが余りこ

の「はじめに」に反映されていなくて、何となく読んでいると、やれと言われているから、

法律でも決まっているからやるのだというような書きぶりなのですね。だから、もう少し

積極的に、消費者にとってのリスクコミュニケーションの意義とか、社会にとっての意義

というところをきちっと書き込んだほうがいいのではないかと思いました。「消費者の自

主的かつ合理的な選択の機会が確保され、消費者に対し必要な情報が提供され」と書いて

ありますが、それだけではなくて、消費者が情報をつかんで自分からリスクを小さくする

という取組にまでいけるということまで考えて、いろいろなリスコミが今も行われていま

す。消費者自身がリスクコミュニケーションによって自分のリスクを管理するというとこ

ろまで踏み出していくこと。その後に「消費者政策に反映される」というところがありま

すけれども、社会としてのリスク管理についてどう理解するかとか、どう感覚を共有する

かというようなところ、リスクコミュニケーションの意義はその２点だと思うのですけれ

ども、せっかくの６年近くの取組が「はじめに」に反映されていない。そこの書きぶりを

厚くしてほしいのです。 

 消費者がきちっと情報を集めなさいと、学んで検討しなさいということが食品安全基本

法だけではなくて、消費者基本法でも入っていますので、そのあたりも盛り込んで、消費

者にとってのリスクコミュニケーションというところをもう少し強調したほうがいいので

はないかということを思いました。 

 もう一つは、リスクコミュニケーションは双方向というのが大事だと思うのですけれど

も、ここまでの書きぶりは一方向なのですね。情報提供していますということはずっと書

いてあるのですけれども、参加して頂いた方から消費者庁は何を受け取って、それをどう

活かしているかということが、この取組実績だとわからないです。消費者の実態調査をさ

れています。例えばそこで得た結果を次の施策に活かすということが本来のリスクコミュ

ニケーションなわけですね。恐らくそれをしておられるはずなのですが、そこの双方向性

が書かれていない。この後の取組方針とか、いろんなところで双方向性という観点が欠け

ているような気がしますので、そこを見直して頂けたらいいかなと思います。 

 以上です。 

○関崎座長 ありがとうございました。大変貴重な御意見だったと思います。「はじめに」

に関しては、これからの日本がこうあってほしいという願いも込もった考えだと思います

し、２番目も双方向ということで、確かにおっしゃるとおりで、今回の取組が消費者に伝

わって、そこからどのようにこちらに返ってきたのかということが盛り込まれるといいな

というお話なのですが、事務局、いかがですか。 

○藤田消費者安全課企画官 双方向性については「はじめに」の中に書いたほうがいいと

いうことでしょうか。 
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○松永構成員 もちろん「はじめに」でも必要ですし、取組実績の中で双方向性の実績を

書いて頂きたいのです。実際消費者からの意見を入れてということが、循環が足りないと

いうのは事実としてありますので、それも含めて実績のところで事実としてちゃんと書い

たほうがいいと思います。 

○藤田消費者安全課企画官 例えば事前に質問とか意見をもらっておいて、それを反映し

ながら意見交換会をやるとか、そういうことでもよろしいですか。 

○松永構成員 それはリスクコミュニケーションのための双方向性ですね。そうではなく

て、リスクコミュニケーションというのは、双方向性を持って行って、結局はリスク評価

とかリスク管理に生かしていくためのものですね。そこでの双方向性ということをこのコ

ミュニケーションの中でどう行ってきたのかというのは書かないといけないことだと思う

のですが。 

○藤田消費者安全課企画官 わかりました。 

○松永構成員 別にリスクコミュニケーションのためにリスクコミュニケーションをやっ

ているわけではないので。 

○藤田消費者安全課企画官 実際問題として管理にそんなに反映されたかどうかちょっと

調べてみまして、なければ評価のところに余り反映されなかったという感じで書くという

ことでよろしいでしょうか。 

○松永構成員 なければできなかったとちゃんと書くべきだと思います。 

○藤田消費者安全課企画官 わかりました。 

○関崎座長 松永さん、今のは次のリスクコミュニケーションのあり方に反映したという

ことでいいのでしょうか。意見を聴取して、次のリスクコミュニケーションを例えばどう

いうテーマにするか、どういう形式にするかみたいなところに反映したかという意味です

が。 

○松永構成員 それも一つの双方向性ですし、管理にこういたしましたということも双方

向性。 

○関崎座長 リスク管理に直接影響すれば一番いいと思いますが。わかりました。 

 大変貴重な御意見ありがとうございます。 

 ほかに何かございませんか。今までやった実績というところですけれども、よろしいで

すか。 

 では、その次の項目、５ページ「２ 消費者庁が取組む食品に関するリスクコミュニケ

ーションの評価と取組方向」について、事務局から御説明をお願いします。 

○藤田消費者安全課企画官 次に、評価と取組方向でございます。この中も先ほど申しま

した３本の柱になっておりまして、（１）が事務の調整、７ページから始まりますのが（２）

リスクコミュニケーションの実施、11ページの下のほうから始まりますのが、（３）リス

クコミュニケーションの促進ということになってございます。 

 今の中でいいますと、（２）リスクコミュニケーションの実施の部分が一番御議論頂い
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た部分で、分量的にも多くなっております。 

 まず、事務の調整のところから御説明させて頂きます。先ほど実績のところでも述べま

したように、事務の調整として行っていたのが「（１）リスクコミュニケーション担当者

会議」でございました。この評価といたしましては、一定程度調整の場として有効であり

ましたが、この中で「一方で」と７行目から始まりますけれども、これまで関係府省庁等

がそれぞれ実施する意見交換会等の実施実績については、関係府省庁間で十分に情報が共

有されてきておりません。今後はリスクコミュニケーション担当者会議において、消費者

庁が年度終了後に前の年に関係府省庁等において実施した意見交換会等の実績を可能な限

り取りまとめて、共有して、その情報を活用しつつ、関係府省庁が実施するリスクコミュ

ニケーションがより効果的に展開が図られることが望ましいと書いてございます。 

 取組方向といたしましては、今後も継続してリスクコミュニケーション担当者会議を実

施します。このリスクコミュニケーション担当者会議では、これまでと同様に、意見交換

会の企画・立案を行うほか、これを活用して関係府省等が実施する意見交換会等の実績を

把握して、共有する場といたします。これが担当者会議でございます。 

 ②食品に関するQ&Aです。先ほど実績のほうでは、「食品と放射能Q&A」のことを御説明

させて頂きました。「食品と放射能Q&A」については、以下のⅰ～ⅳの点について有効であ

ったという評価がございます。ⅰは事案の発生直後に作成されて、素早く情報提供するこ

とができました。ⅱとして、各省庁の所掌内容がばらばらではなく一冊に取りまとまって、

基本的な内容を網羅しているということで、見やすくなっております。ⅲ、Q&A形式で消費

者が持つ疑問に対する回答という形でつくってあって調べやすい。ⅳ、製本され配布が可

能であったということでございます。 

 一方で「食品と放射能Q&A」のデータは消費者庁のホームページに掲載されて、一定数ア

クセスはあったのですけれども、冊子については意見交換会の会場での配布や自治体・消

費者団体の求めに応じて提供することになっておりまして、福島県外の全戸配布以外は系

統立てた配布がなされておりません。 

 取組方向といたしましては「食品と放射能Q&A」は当面の間、最新の知見に基づいて改訂

をすることとしたいと思います。全国の図書館等にこれを広く系統的に配布すること、ま

た、Q&Aの存在を教育機関等へ周知を図って、より広く活用されるような方策を検討すると

いうことにしたいと思います。 

 ２）その他の分野に関するQ&A、「食品と放射能Q&A」は作られているのですけれども、

これ以外のQ&Aは作成されてございません。先ほど評価されたⅰ～ⅳの点のうち、ⅱ～ⅳ、

取りまとまっている、冊子になっている、わかりやすいという点でございますけれども、

これについては放射能以外の健康食品や残留農薬、食品添加物といった他の分野について

も応用することで、新たなQ&Aを作成することができるのではないかということでございま

す。 

 従いまして、取組方向としては、食品中の放射性物質以外についても、消費者にとって
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わかりやすく、基本的な内容を網羅した入門書のようなQ&Aをつくったらどうかと考えてお

ります。 

 その際、消費者庁ならではの視点として、PIO-NET等に寄せられる消費者からの相談です

とか、意見交換会をたくさんやっておりますので、その場で消費者が表明するような問題

意識等を踏まえて、より消費者の関心に沿ったものを作成できるように心がけたいと思い

ます。 

 ③が風評被害に関する消費者意識の実態調査でございます。これは25年２月から継続的

に実施されている数少ない調査ということで、その情報は学術的にも活用される貴重なも

のとなってございます。 

 取組方向ですけれども、この実態調査は当面の間、継続して実施することにしたいと思

います。「なお」のポツの下から４行目、被災県と首都圏が調査対象地域となっておりま

すけれども、今後、被災県の農産物の流通が拡大した場合等には、対象地域の拡充等を検

討する。今のままの流通だと余り対象地域の拡充は検討しない。裏返すとそういうことに

なります。 

 結果の変動が小さくなってきた場合、今、年２回行っておりますものを１回に減ずるこ

とも考えてもよいのではないかということを書いております。 

 次の７ページ「（２）リスクコミュニケーションの実施」に参ります。①リスクコミュ

ニケーション全体についてですけれども、評価といたしまして、関係府省庁が連携して実

施してきた意見交換会については、これまで主たるテーマが食品中の放射性物質でした。

政府が一体となって対応しているということを示す点で、関係府省が連携して行ったとい

うのは消費者の信頼感を醸成する効果が一定程度あったのではないかということが考えら

れます。今の部分が「テーマ」です。 

 「形式」ですけれども、シンポジウム形式が基本でございました。一度に多人数に対し

て等しく情報提供が可能であること、異なる立場の人々の存在を参加者が知ることが可能

であったなど、これも一定の効果があったということが考えられます。 

 今後は、今まで以上に食品中の放射性物質以外のテーマにも取り組むことが考えられま

すので、テーマの選定の考え方を定める必要があること、また、シンポジウム形式ではな

かなか消費者が参加しにくい場合もあるということですので、より多くの参加者を得るよ

うな、消費者の関心を喚起しつつ実施するリスクコミュニケーションも検討すべきである

ということでございます。 

 取組方向といたしましては、関係省庁が連携して行う意見交換会を今後も引き続き実施

してまいります。意見交換会を実施するために必要な調整を引き続きリスクコミュニケー

ション担当者会議で行います。 

 意見交換会のテーマの設定ですけれども、これについては、別途②のリスクコミュニケ

ーションのテーマ設定に沿って対応することとしたいと思います。 

 また、消費者が参加しやすいリスクコミュニケーションの手法ですけれども、これも後
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ろの③の消費者がより参加しやすいリスクコミュニケーションの手法に沿って対応するこ

ととしたいと思います。 

 さらに、消費者の関心をより喚起するリスクコミュニケーションについては、④消費者

の関心をより喚起するリスクコミュニケーション手法についてに沿って対応するというこ

とで、別出しにしてございます。 

 まず、②のテーマ設定でございます。これは前回、前々回と多く御議論頂きました内容

となっております。これまで関係府省連携の意見交換会で実施するテーマについては、リ

スクコミュニケーション担当者会議で決定してきたのですが、リスク管理機関及びリスク

評価機関は食品の安全性の確保に関する施策を策定するときに関係者の意見交換会を実施

することとされてございました。 

 次の８ページに移ります。これらのテーマが優先されてきております。これ以外に実施

するテーマを選定するための明確な基準はございませんでした。食品の安全性の確保に関

する施策の策定や変更がある場合は、最も優先されるべきなのですが、その次に優先され

るものとしては、国民の健康の保護が最も重要であるという考え方から、食品等が持つリ

スクが高いものを選定するということが考えられます。 

 これに加えて、以下の理由から、リスクを評価し、適切な範囲で管理するという基本的

な考え方についても食品等が持つリスクが低いものを事例としながら紹介することについ

ても、リスクコミュニケーションのテーマとするべきであるとしております。 

 その理由ですけれども、前回、金川先生からもお話しいただいておりますけれども、消

費者は量の概念ですとか情報の真偽を考慮せずに危ないと受けとめるということで、リス

クを過大に評価する傾向がある。実際のリスクの大きさと消費者が考えるリスクの大きさ

には差があると考えられます。これによってどんなデメリットがあるかというと、その対

策のために過剰なコストが生じるですとか、根拠がない情報や一部の報道等によって消費

者が混乱したりしているという状況がございます。消費者の自主的かつ合理的な選択のた

めには、リスクを評価し、適切な範囲で管理するという食品安全の基本的な考え方を踏ま

えて、消費者それぞれが日々の生活において消費行動や情報の取捨選択ができることが必

要であると考えてございます。 

 取組方向といたしまして、これらの検討を踏まえると、リスクコミュニケーションのテ

ーマについては、以下の観点から優先的に選定したいと思います。ⅰ、これは一番重要な

施策の策定や変更があった場合。ⅱ、食品が持つリスクが高いもの。例えば食中毒ですと

か、いわゆる健康食品等が該当すると思います。ⅲといたしまして、ベーシックな部分で

すが、リスクを評価し、適切な範囲で管理するという基本的な考え方。これはリスクが適

切に管理されて小さくなっているものを事例として扱うことを考えておりまして、例えば

添加物ですとか農薬が想定されております。なお、ⅲを実施するに当たりまして、危害要

因間のリスク大小の相対的な比較をわかりやすく表現して示すことが望ましいという意見

をいただいております。このリスクの評価、比較はさまざまな手法がありますことから、
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その表現には細心の注意が必要である。今後十分な検討が必要ですと書いてございます。 

 これにつきましては、来年度以降の予算要求も視野に入れて、具体的にどういうことが

できるかについて考えてまいりたいと思います。 

 ２のテーマのところでは、前回２軸でリスクの大きさと消費者の不安というところから、

関係省庁等が行うもの、消費者庁が行うものと分けてございましたけれども、この御議論

を踏まえまして、２軸の消費者の不安は測れないといった御意見をいただいておりますこ

とから、リスクの大きさの１軸だけ、消費者庁が単独で行うということについて、そうい

うことができるのかどうかという御意見もいただいておりますので、これも関係府省庁と

連携するか、消費者庁単独でやるかという区別をせずに、重要性を３つ並べて、そのとき

にできるものをやっていくという考え方にしてございます。 

 ２）テーマのうちの食品中の放射性物質に関するものを特出しして書いてございます。

放射性物質ですけれども、実態調査によりますと、福島県産の購入をためらう人が一定程

度いること、また、検査が行われていることを知らないと回答した人がだんだん増えてい

ることなど、原子力発電所の事故から５年半が経過いたしまして、消費者の関心が低下し

て、消費者が有する知識や理解の度合いが固定化されているということが示唆されていま

す。また、消費地のほうがより消費者の関心が低下、有する知識の理解度合いが固定化す

る傾向が見られております。その結果として、消費地で福島県産を避けているということ

が示唆されてございます。これまで消費者庁は福島県を中心として、被災地の意見交換会

に注力してきましたけれども、これらの調査結果を踏まえ、消費者庁が実施する意見交換

会の開催地については、消費地へ重心を移すことが必要と考えられます。その際、消費者

は食品等が危害や危険をもたらすという情報について、先ほど言いましたように、量の概

念や情報の真偽を考慮しないでリスクを過大に評価する傾向があることから、ここでもリ

スクを評価し、適切な範囲で管理するという基本的な考え方を含めて、消費者と共有する

必要があると思います。 

 取組方向といたしましては、食品中の放射性物質に関する意見交換会は今後とも継続し

て実施してまいります。ただし、今後は意見交換会の開催地について重心を福島県以外の

消費地へ移し、実際に福島県産品を購入する消費者と意見交換会を行ってはどうかと思い

ます。また、消費地で意見交換会を実施する際には、適切な範囲で管理するという食品の

リスクに関する基本的な考え方を説明するなど、放射性物質がさまざまある食品のリスク

のうちの一つであるということも消費者に伝えていくようなことが必要ではないかと思い

ます。 

 ③といたしまして、消費者がより参加しやすいリスクコミュニケーションの手法でござ

います。①で総括いたしましたように、これまで消費者が実施してきたリスクコミュニケ

ーションは意見交換会では、参加者に消費者の割合が少ない場合が多くございました。そ

の要因としては、開催日時が平日の午後を中心として、会場に集まっていただいて、意見

交換会をやるということになっておりますので、そういう場所に出てこられない。そもそ
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も意見交換会への関心が薄いなどということが考えられます。 

 これへの対策といたしまして、例えばメールマガジン等を活用して、意見交換会に参加

できない方の意見・質問を事前に集めて、意見交換会の場で活用し、その結果をまたメー

ルマガジン等にフィードバックするということなど、消費者が実際に意見交換会に参加で

きなくてもリスクコミュニケーション、双方向の意見交換を可能とするような手法を検討

したいと思います。 

 また、意見交換会の参加比率が低い20～30代への意見交換会以外のアプローチといたし

まして、例えば情報の波及効果が大きいソーシャルネットワーキングサービスを活用する

なども考えてございます。 

 特に報道等で、何か危害情報が取り上げられたときに、わっと盛り上がることがあるの

ですけれども、そういう際には適切にSNS等を活用して、情報提供を行っていきたいと思い

ます。その際に、急ぐ余りに誤った情報を発信することによって、消費者からの信頼を失

う可能性もあるため、発信する情報の内容には十分留意したいと思います。 

 さらに、意見交換会参加が難しい消費者や、消費者が食品安全に疑問を感じた場合に、

見て頂けると簡単な疑問が解決できるような関係府省庁が持つ詳細な情報等のリンクなど

が掲載された簡単な解説ページのようなものをホームページ上に置いておくということも

検討しております。 

 ④ですけれども、消費者の関心をより喚起するリスクコミュニケーションの手法でござ

います。①で述べましたように、意見交換会はこれまで大会場でシンポジウム形式を基本

としてやってきました。これは一定程度効果的だったのですが、一方で、数回開催実績の

ある車座形式、先ほど御紹介がございましたが、これについては参加者の理解が深まるな

どといった効果もございます。ただ、アンケート結果によると、参加者の理解度は車座形

式のほうがやや高くなるのですけれども、そんなに大きな差は見られないということで、

国がそれを実施する場合には、より効率性を考えると、シンポジウム形式によって一度に

大人数に対して等しく情報提供することを優先するほうがよいのではないかということが

考えられます。 

 従いまして、取組方向としては、意見交換会は引き続きシンポジウム形式を基本として

実施したいと思います。ただ、一方で、消費者の関心が薄く、多くの参加が得にくい状況

ですので、シンポジウムになかなか参加して頂けないという状況がございます。したがっ

て、さまざまな主体と連携してリスクコミュニケーションに取り組んでいくことを検討し

たいと思います。 

 その中の１つ目が（ア）人が集まる日や場所等でのリスクコミュニケーションの実施・

支援です。意見交換会では、例えば平成28年度に親子参加型イベントにおいて多くの小学

生とその親に対して情報提供を実施することができました。このように、シンポジウムの

ような意見交換会を実施するだけではなく、地方公共団体ですとか、学校、事業者等が開

催して、人が多く集まってくる既存のイベントにおけるリスクコミュニケーションの実施
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ですとか、実施の支援を行うことを検討したいと思います。 

 （イ）多様な主体・多様な形式のリスクコミュニケーションの実施の支援、消費者が不

安に感じることの要因の一つとして、食品の製造工程を消費者が詳しく知らないというこ

とが考えられます。このことから、例えば事業者が実施する消費者向け工場見学等の機会

を捉えて、行政担当者ですとか専門家を派遣・紹介して、食品衛生等について情報提供を

行うことによって、食品安全全体について消費者が理解する取組等ができるのではないか

ということを検討したいと思います。 

 この「双方」というのは事業者団体と消費者庁ですが、双方のリスクコミュニケーショ

ンの取組状況や情報を交換いたしまして、例えば協力可能な点については協力を実施する

ということを目的として、事業者団体等と意見交換や情報交換を行っていけばどうかとい

うことを考えております。 

 （ウ）効果的な形式の検討です。地方公共団体や事業者、学校等の多様な主体によるさ

まざまな機会を利用したリスクコミュニケーションは消費者の安全に対する理解度を増進

するために非常に重要となっております。このために、消費者庁はこれら多様な主体との

リスクコミュニケーションの取組を支援し、促進してまいりたいと思います。また、各種

連携の取組の効果については、その分析を行った上で、全国に波及させるようなことがで

きないかということを検討すべきと思います。特に小学生等の若年層については、将来的

にみずから判断できるような消費者になって頂くための土台となる知識を伝えるというこ

とに着目して、対応、検討する必要があると思います。これはどこかでモデル的にやって

もらったものを取りまとめて、こうやったらいいというのがわかったら、それを他の地域

にも普及していくということをイメージしてございます。 

 最後（エ）消費者の状況に応じた伝え方の検討です。前回のお話にもありましたように、

これまでの例で、例えば福島県ですと非常に身近に生活に密着したことから、同じような

リスクコミュニケーションをやっても非常に受けとめ方が違うという御意見がございまし

た。それに対して消費地では他人事のようで響きが違うということで、消費者はそれぞれ

が置かれている状況によって、同じ情報を提供されても理解の度合いが異なるといったこ

とが起こり得ます。これは消費者が持っている興味や関心、もともと持っている情報量に

差があるということが考えられます。そのため、意見交換会等でのアンケート調査や消費

者の興味関心やリスクコミュニケーションの効果の測定を行いまして、それ以降のリスク

コミュニケーションがその場所なりカテゴリーの消費者にとってより理解が進むものとな

るような対応ができないかということを検討したいと思います。 

 長くなりまして済みません。 

○関崎座長 ２のところは（３）がまだ残っているのですけれども、ここで皆さんに御議

論頂いたほうがいいかなと思いますので、事務局からの御説明を中断して、５ページに戻

って頂けますでしょうか。今、御説明がありましたように「２ 消費者庁が取組む食品に

関するリスクコミュニケーションの評価と取組方向」、まず「（１）リスクコミュニケー
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ション全体に係る事務の調整」ということで、丸数字が幾つかございます。この丸数字ご

とに進めていきたいと思います。 

 まず、①のリスクコミュニケーション担当者会議、これに対する評価、消費者庁からの

レスポンスといいますか今後の取組方向についてまとめられておりますが、ここに関して

何か御意見ございますでしょうか。 

 どうぞ、お願いします。 

○夏目構成員 リスクコミュニケーション担当者会議のところで、ここのところが実際に

リスクコミュニケーション、特に意見交換会等を開催する場合のテーマや開催地、講師、

資料等について企画、実施をされていらっしゃるわけですけれども、そこのところがよく

見えてこないといいますか、担当者会議が１の実績のところで情報共有がされてこなかっ

たということを書いていらっしゃいますね。情報共有がされていなかったという側面があ

りながら、このリスクコミュニケーション担当者会議で決定しているというところがあっ

て、少し矛盾するような感じがいたします。意見交換会に代表されるリスクコミュニケー

ションを実施してきたときには、必ずフロアからの意見なりアンケートなりで、参加者の

意見を聴取しているはずですね。そういうものがリスクコミュニケーション担当者会議で

どのように議論されて、その後を決めるときにどれだけ反映されたかということがどこに

も記載されていないので、そういう意味で双方向性というところも絡んでくるかと思いま

すけれども、どこかに記載をされたほうがいいのではないか。それをやっていますが十分

ではありませんとか、これからの課題ですみたいなところの記載について言っているので

すが。 

○関崎座長 ごもっともな御意見だと思います。 

 事務局と、担当者会議に関係しそうな府省の方もいらっしゃいますし。 

○藤田消費者安全課企画官 まず、事務局からですけれども、８行目にあります「関係府

省庁間で十分に情報が共有されてこなかった」につきましては、主語が「これまで関係府

省庁等がそれぞれ実施してきた意見交換会等」ということでして、４府省が連携してやっ

ている共通でやってきたものについては、前回の反省ですとかアンケートを踏まえてやっ

ているのですが、それぞれの省庁が単独でやっているリスクコミュニケーションもござい

ます。単独でやっているものについて、例えば農林水産省は大きな役所ですので、リスク

コミュニケーションの担当課のところだけではなく、幅広い分野の人たちがあちこちで意

見交換会なり説明会なりをやっているはずなのですが、そういうところを十分に把握して

いないというところで、十分に情報が共有されていないということが書かれてございます。 

○野田消費者安全課長 今の企画官の説明だと、４府省連携でやっているものについては

フィードバックなどは共有してやっておりますというのであれば、それを第１段落か第２

段落に書き込まれたらどうかという御指摘だと思うので、そういう話を関係省庁と調整の

上書き込めばいいというのが我々の答えかと思います。 

○関崎座長 どうでしょう。よろしいですか。 
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○夏目構成員 ありがとうございます。フォローして頂きましたので。別々にやっている

意見交換会の実施実績だけが情報共有されたということではなく、むしろ、もしそういう

ことがあったとしても、それをきちっと情報共有していくのがリスクコミュニケーション

担当者会議の役割ではないかと思っていたりするわけです。どちらにしても、そういう表

現のところが少し欠けているというか、評価なのか実績なのかわかりませんけれども、ど

こかに書き込んでいただいて、やっているならやっていますと書けばいいということです。 

○関崎座長 せっかく重要な担当者会議が行われているので、そこでちゃんとこういう議

論や情報共有をされていますということが国民のほうからも見えるような形でというお話

かと思います。 

○藤田消費者安全課企画官 どこかに書きます。 

○関崎座長 ちょっと文章を修正すればいいかなと思いますので、よろしくお願いします。 

 ほかに何かございませんか。①の担当者会議について御意見があれば。 

 中村さん、お願いします。 

○中村構成員 今のようなアカデミックな質問の後に非常に細かい意見で申しわけないの

ですけれども、12行目の第２パラグラフの文ですけれども、「リスクコミュニケーション

がより効果的に展開が図られることが望ましい」と書いてありますね。実際リスコミをす

るにはある程度お金もかかるわけですし、費用対効果、要するに評価というものがどんど

ん今から厳しくなされていく中で「効果的に展開が図られることが望ましい」とはちょっ

と弱くないかという気がするのです。その下の取組方向の中で４府省がちゃんと連携して

こういうことをしていきますよとはっきり書かれているのであれば、展開が図られること

が必要であるとか、少し厳し目に書かれていたほうがよろしいのかなと思うのですが、い

かがでしょうか。 

○関崎座長 これは担当者会議に対する評価のところですね。 

○藤田消費者安全課企画官 修正いたします。 

○関崎座長 ほかにございませんか。よろしいですか。 

 では、その次の②食品に関するQ&Aについて、１）食品と放射能Q&A、次の６ページに２）

その他の分野に関するQ&Aとあります。この２つあわせて御意見をぜひお願いします。 

 松本さん、どうぞ。 

○松本構成員 こちらの「食品と放射能 Q&A」のところですが、評価のｉ.に「事案の発生

直後に作成」ということを書いてくださっています。この初版の発行がすごく早かったと

いう点と、３ページ 24 行目に現在第 10 版になっていることを書いてくださっているよう

に、食品と放射能 Q&A の改訂を頻繁に繰り返し、常に最新情報の提供をしてくださってき

たことも評価として入れて頂ければ、と思います。 

○関崎座長 ありがとうございます。ポジティブな意見でした。 

 長村さん、どうぞ。 

○長村構成員 同じようなことですけれども、今、我々がやっております学部、学科関係
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では、放射能に関する、いわゆるRIの取り扱いに関する講義を15時間ぐらい授業でやらな

くてはいけないのですが、その担当の関係の先生方がこの書類を見て、非常にわかりやす

く上手に書いてあるという評価を何人かの方がしておられました。この書類に入っていた

情報は、こういう分野については、例えばＸ線写真の撮り方とか、RIの扱い方とか、そう

いうことを教える中にもあまり人体に対する影響は教えられないので、文科省が関係して

くると難しいかもしれませんけれども、１こまぐらいこれをテキストにして講義をする時

間があると、消費者庁の苦労ももうちょっと減るのではないかという意見がございました。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 それは学校としてはどのレベル。大学ということですか。 

○長村構成員 大学です。検査、薬学、医学、全部放射線に関する15時間以上の実習を伴

う講義があるのです。でも、どちらかというと技術的な問題、放射能の計算ということな

のですが、健康リスクに関するこのようにきれいにまとめた書籍がまずないということを

言っていました。ですから、結構いい教材だと思います。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 そのように使って頂けるといいと思うので、チャンスがあればぜひ。 

○藤田消費者安全課企画官 教育関係者への周知を頑張りたいと思います。 

○関崎座長 ほかにありませんか。 

 夏目さん、お願いします。 

○夏目構成員 ６ページの32、33、34行目です。先ほど裏を返せばこういうことなんです

という説明があったところですけれども、「今後被災県の農産物の流通が拡大した場合等

には、対象地域の拡充等を検討することが望ましい」。 

○関崎座長 まだその前の２）まででお願いしていたのですけれども、ちゃんと伺います

ので大丈夫です。 

○夏目構成員 「被災地の農産物の流通が拡大した場合等」、これは、５年半もたって被

災地の農産物の流通が拡大していかない状況というのはとても考えるべき話でありますの

で、この表現はもう少し変えたほうがいいのではないかと思うのですけれども、いかがで

しょうか。 

○関崎座長 パートとして１個飛びまして、③のところになっていますけれども、後で御

意見を伺うということで。ちゃんと御意見を伺いますから大丈夫です。 

 １）と２）のQ&Aについてですけれども、中村さん、いいですか。なければこのまま③い

うことで。 

 では、③のほうで、今、早速夏目さんから御意見を頂いたので、５年経ってという部分

ですけれども、これは私もちょっと変だなと実は思って、市場原理からそれだけ広がって

いるということは、もう買ってもらえるということだと思ったのですが。 

○藤田消費者安全課企画官 そうしますと、書きぶりとしてはどうしましょうか。拡大し

なかった場合には拡充を検討しない。要は今から調査対象地域を拡充するということは余
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り考えていないということなので。 

○中村構成員 ここは私がコメントしたところなのです。私があのとき申し上げましたの

は、現状であれば、消費地でこれだけの人に実態調査が行われていますので、私は最初か

らほかのところでやったらどうだと、福島から少し遠い西日本とか、例えば九州とかでや

ったらどうだということを申し上げていたのですけれども、現状を考えると、まず優先す

べきというのは消費者だなという御意見がございましたので、そこについてはわかりまし

たと。 

 ただ、そのときに、農産物の流通が拡大した場合云々、つまり今後何か状況が変わった

場合、流通が変わるというよりも、例えば放射能に関して新たな知見が出たりした場合に

は、また変えるということを頭の片隅に入れておいて頂ければ、と思っております。今か

らずっと現在調査をされている地域でしか調査をしませんとかたくなに決められるのでは

なくて、将来的に変更する可能性があるということをちょっとでも書いて頂けたらという

ことで発言させて頂いたのです。 

 なので、ここですけれども、確かに被災県の農産物の流通が拡大した場合、実際に福島

県産の野菜というものが流通の限界、鮮度を落とさないためにはこのぐらいまでが限度だ

ろうということで、首都圏ですとか中京圏、関西圏ぐらいまでなのかなと思うのですけれ

ども、実際、前回申し上げましたように、九州ではなかなか福島県産を見ることができま

せんので、そこを流通が拡大した場合云々ということで書きぶりがおかしいということで

あれば、今後状況が変化した場合等にはとぼやっとごまかすという手もあるのかなという

気はするのです。ちょっとあやふやというか、焦点が絞れていないような表現にはなりま

すけれども、私としては、ここの最後の32、33、34行の記載の内容についてはぜひ残して

頂きたいと考えております。 

○関崎座長 茨城県在住の私は、昨日佐賀県産のミカンを買いましたけれども、今はかな

り遠くまで運べるのは間違いなく流通は進んでいますし、問題は消費者がそれを買うかと

いうことなのではないかと思うのです。 

 ですから、流通が拡大するということは、それだけ消費者が買ってくれるという裏返し

になるわけで、もうそれだったらいい。逆に拡大しなかった場合には何かしなくてはいけ

ないのではないかと思うのです。恐らく北海道のものを九州でも売っている可能性があり

ますし、近畿圏に住んでいる友人が茨城県産のレンコンを買ったと私に教えてくれたりす

るので、ほとんど日本全国どこでも流通はできると思うのです。問題は消費者がそれを選

ぶのか、買うかというところだけだと思うのです。それに対してどうでしょう。 

○藤田消費者安全課企画官 もう一つありますのは、風評被害に関する実態調査なのです

けれども、５年間同じ質問でやってきておるのですが、今見ると、問立てとかがどうかな

というのもあるのですけれども、中身の継続性を鑑み、変えたくても変えていないところ

が結構あるのです。今、年に２回やっております。最後の行で変化が小さくなってきた場

合には、年２回から１回にすると書いておりますけれども、もし１回減らして余力ができ



22 

 

場合に、どういった調査ができるのかということが検討されるのではないでしょうか。継

続して５年の中に場所を今さら１カ所増やしたからといって、地震発生直後の情報はとれ

ませんので、例えば九州地方の経時的な変化というのはなかなか追えないわけですけれど

も、それならそれで新しい制度設計で何かしら意識調査をとることもできるのではないか

と考えております。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 どうぞ。 

○夏目構成員 今、御説明ありましたけれども、それにしてもやはり「等」もありますけ

れども、「今後被災県の農産物の流通が拡大した場合等には」という表現はそぐわない感

じがします。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 ちょっと議論が複雑になってきたので、事務局のほうで内容を検討していただいて、提

案を次にしていただいて、最終回のときにこれでどうでしょうかということで、そこでも

う一回御議論いただいてもいいかなと思います。ありがとうございます。 

 ここまで実態調査についてというところまで、まだ御意見等ございましたら、ぜひ。よ

ろしいですか。 

 では、前回、前々回の研究会で一番議論が活発に行われた部分ですが、（２）に移りた

いと思います。 

 丸数字ごとにいきたいと思います。まず①リスクコミュニケーション全体について、こ

こで何か御意見ございますか。 

 では、松永さん。 

○松永構成員 これは書きぶりの問題だと思うのですが、前段階での実績のところで、連

携でのリスコミを開催した50回ぐらいの実績と、消費者庁主催の500回ぐらいの実績が書い

てあるのですが、この取組方向になると「関係府省庁が連携して行う意見交換会を引き続

き実施する」。その後に消費者主催の意見交換会を実施するというのがないのですね。こ

れは、それはせずに関係府省庁が連携する意見交換会にまとめるということなのか、ある

いはここに消費者庁での単独主催でのものも引き続き実施しますと書くのか、どちらなの

でしょうか。後のほうを見ると、消費者庁でもおやりになるのだなと思いながら読んだの

ですが、ここを整理したほうがいいかなと思ったのです。 

○関崎座長 これは①の全体についてというところと、それ以降との間の推移ということ

ですか。それとも、①の。 

○松永構成員 リスクコミュニケーション全体についての評価の後の取組方向のところに

「関係府省庁が連携して行う意見交換会を引き続き実施する」と書いてありますが、その

後に消費者庁の主催の意見交換会を引き続き実施すると書いておられないわけですね。こ

れまでの実績は連携と消費者庁単独と分けて書いてありますので、実施されるならここに

もう一つ盛り込まないと、やらないのかと思ってしまうので。 
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○関崎座長 今後の取組ということなので、大枠としてはそれも入れてほしいと。 

 よろしいですね。 

○藤田消費者安全課企画官 やります。地方公共団体との連携に含まれるかもしれないで

すが、書きます。 

○関崎座長 長村さん、御意見いいですか。 

○長村構成員 いいです。 

○関崎座長 わかりました。 

 ほかにリスクコミュニケーション全体について、よろしいですね。 

 では、②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。１）テーマの

選定、２）コミュニケーションの取組と２つあります。あわせて御議論頂ければと思いま

す。どうぞ、御意見ありましたら、お願いします。 

 たしか以前は相当議論が白熱したということなのですけれども、松永さん、どうぞ。 

○松永構成員 この取組方向のⅰ、ⅱ、ⅲですが、ⅲの「リスクを評価し、適切な範囲で

管理するという基本的な考え方」をテーマに取り上げるというところは、今までの経緯を

知っていると、その上で書かれている理由の意味がよくわかり、ここにⅲが来るというの

が理解できるのですが、多分ぱっと読んだときによく意味がわからないですね。 

 それから、リスクを評価し、適切な範囲で管理するという基本的な考え方は、ⅰの基盤

であり、ⅱの基盤なのです。それぞれの基盤があって、政策変更とか、リスクが高いもの

に対するリスクコミュニケーションを行わなければならないので、ここでⅲだけぽんと出

されるというのが伝わりにくいのかなという気がします。ですから、ⅲの内容は全ての大

前提としてこれをもとにしてⅰ、ⅱ、ⅲをやりますと。ⅲに挙げる項目はもうちょっとわ

かりやすく、リスクの大小にかかわらず関心が高いものという整理をしたほうがいいので

はないかと思います。リスクが適切に管理され、小さくなっているけれども、関心が高い。

今までの議論は不安が高いという表現をしましたけれども、先ほどもおっしゃったように、

なかなか不安というのは測定できないことなので、もうちょっと客観的な表現である関心

が高いものをリスクの大小にかかわらず、リスクを評価し適切な範囲で管理するという基

盤の中で取り上げますという整理にしてⅲに掲げると、するとわかりやすくなるのではな

いかと考えました。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 事務局、いかがでしょうか。 

○藤田消費者安全課企画官 修正いたします。 

○関崎座長 テーマ設定について、ほかに何かございますか。 

 相当御議論頂いたので、それらが大分盛り込まれた（案）になっているとは思いますけ

れども、構成員の方々からの御意見の中で入っていないものがもしあれば。 

 三宅さん。 

○三宅構成員 多分、今おっしゃっていたのは、リスクの大小の問題と量の問題、強弱と
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量というのがずっと言われていて、それでテーマを決めていくという話だったと思うので

すけれども、考え方自体をコミュニケーションというか、知って頂くというそもそも論の

ところというのはどれぐらい、消費者庁の仕事なのかと言われると難しいのかもしれない

のですけれども正直、今、消費者と日々会話している中で、そこが欠落しているから判断

できないというので、難しいのはむしろ概念の話なので、個々の問題に置きかえると、こ

れは強弱はこうで、量の問題でというのは言いやすいのだと思うのですけれども、そもそ

も考え方自体の理解が全くない人たちにそれを言うのはすごく難しいと感じることが日々

あるのですけれども、そういったことは、それだけを取り上げてやるというのは現実的に

すごく難しいものなのでしょうかね。 

○関崎座長 リスクとは何かというところですね。それは消費者庁が言うことか。 

○藤田消費者安全課企画官 先ほど松永さんに言って頂きましたように、全てのリスクコ

ミュニケーションの基本かなと思います。 

○三宅構成員 そこの理解がないから、いろいろおかしなことになる。 

○藤田消費者安全課企画官 そこを何とかしたいと思って、我々はこのリスクコミュニケ

ーション研究会をやっております。 

○三宅構成員 でも、結局テーマを決めた瞬間に、そのテーマにすごく引きずられてしま

って、関心があるかないかでも動きますし、ベースがない人に幾ら言ってもなかなか浸透

しないみたいなところも感じるところがあるので、もともとは小さいときからの教育の中

でやるべきことなのかなと思うときもあるのですけれども、そこがないのかなと感じると

きがあります。 

○藤田消費者安全課企画官 大人になって消費者になった段階で、基本的なリスクの考え

方のみをやって、果たして消費者の方が関心を持って聞いてくれるかというと、恐らく関

心を持って頂けないと思います。そこはここが不安だとか、ここに関心がある、今度輸入

食品がすごく増えるみたいだけれども大丈夫かしらとか、そういうところから入っていた

だいて、実はその根底にはみんな共通するこういうリスクを管理するという概念があるの

ですと、まず、大人の方は関心のあるところからひっかけて、言っていったほうがいいの

かなと考えています。 

 一方で、例えばお子さんですね。まだ生活で自分が積極的に消費する段階ではない方に

ついては、その前にこういう考え方で世の中は管理されているのですよというのがなるべ

く広まるように、そこは学校教育と連携するですとか、お母さんと一緒にスーパーに行っ

たとき、催し物をやっているときに聞いて頂くとか、いろんな機会を捉えて、若いうちは

リスクの考え方のほうからアプローチするというのがいいのかもしれないと思います。 

○関崎座長 ここには盛り込まないで。 

 お願いします。 

○夏目構成員 ⅲのところですけれども、「リスクが適切に管理され、小さくなっている

ものを事例として扱う」と書いてありますけれども、消費者がリスクコミュニケーション
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のテーマ設定で関心を持つのは、要するに自分たちの関心の高い項目かどうかということ

だと思うのです。ですから、消費者の関心の高い事項というのが選定テーマに必要だと思

うのです。そこで、前提にあるような基本的な考え方、ⅰ、ⅱ全てに共通しますというⅲ

の前提の部分、そういったものをあわせてやるということがリスクに対する消費者の考え

方を変えていくという方法ではないかと思うのですけれども、確かに言ってもわからない

人にどれだけコストをかけるのかという話はありますけれども、リスクコミュニケーショ

ンで正しい認知をして頂く人たちを広めていくリスクコミュニケーションの意義はあるの

で、そこのところをいかに取り上げるかというのは必要ではないかと思います。 

○関崎座長 では、どの辺に盛り込むかというのを含めて、事務局のほうで御検討頂けれ

ばと思います。 

 ちょっと時間が押しぎみなので、もしよろしければ次に行きたいのですけれども、よろ

しいでしょうか。 

 次、③と④がどちらも手法ということで、③が消費者がより参加しやすい手法、④が消

費者の関心をより喚起する手法と、どちらも手法ということで、③と④について一括して

御議論頂ければと思うのですが、いかがでしょうか。③ではSNSの活用というのがはっきり

書かれているようになってまいりましたし、④ではやはりシンポジウムというお話でした。 

 長村さん、どうぞ。 

○長村構成員 消費者庁だけとか、例えば先ほどの東京都だけとか、夏目さんのところの

ような消費団体とか、松永さんがやっておられるFOOCOMみたいな、要するに、情報をいろ

いろ発信しようとしている媒体は、自分のところも含めまして、ある意味で相当多数存在

していると私は思っているのです。ここら辺に対して消費者庁が一定のコミュニケーショ

ンをとって頂くようなシステムを構築して頂けると良いと思います。例えばうちの会員等

などからも随分来ていた意見なのですが、消費者庁と何かを一緒にやるのが良いのではな

いか。もちろん今までもこの話は出ていましたようにお国のやることは信頼できないとい

う消費者の心理もまた別にあるものですから、なかなか難しい問題もあると思います。少

なくとも食と健康というところに対しては、ある程度科学的に共通した、ちゃんとした見

方ができるものですから、そこら辺が、先ほど東京都の方の食品添加物の質問などと同じ

ように、添加物をお話しされる消費者生活センターとかでも非常にネガティブに御発言な

さるところと、そんなに心配しなくてもいいよという方向でお話しになるところが随分あ

るのが実情です。そこら辺、どうあるべきかということを、そういった団体が相互にコミ

ュニケーションをとって連絡ができるようなシステムの構築を考えて頂けると、私はもう

少し進歩するのではないかと思います。 

○関崎座長 すばらしい御意見かと私は思いますけれども、この最後のほうに（ア）（イ）

（ウ）（エ）とありますけれども、（オ）としまして新しい項目立てして、リスクコミュ

ニケーションしているいろいろな組織を束ねるというのではないですけれども、幾つか賛

同いただいているところが集まって、それぞれ情報共有といいますか、提供する情報につ
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いて情報交換するというのはすばらしいと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○藤田消費者安全課企画官 実は（イ）のところに事業者団体等とリスクコミュニケーシ

ョンの取組状況の情報交換をすることを消費者庁とやっていきましょうということを書い

てありますので、ここは事業者団体等だけではなく、地方自治体ですとか、消費者団体さ

んですとか、リスクコミュニケーションをやっておられる団体それぞれとできるような場

を今後設定していくと、ちょっと書きぶりを変えるということでよろしいですか。ちょっ

と検討させて頂きます。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 この部分、またほかに御意見ございましょうか。 

 松永さん。 

○松永構成員 10ページ目のリスクコミュニケーションの手法なのですが、評価のところ

にシンポジウム形式でやりますと「優先することが望ましい」と書いてありますが、確か

に情報を伝えて理解して頂くという意味では少人数の車座形式というのはそれほど大きな

差がないという効果測定が多分あるのだと思うのですけれども、一方で、双方向というと

ころに戻って、その意見を反映させて施策を展開していくときは、きちっとした意見を聞

かなくてはいけないわけで、車座が有効なときもあると思うのです。今後、そういう観点

からいろんなやり方をやっていける自由度を持っていたほうがむしろいいのではないかと

思うので、シンポジウム中心にぐらいで、ほかの多様な手法もとっていきますというよう

な構成で書いて頂いたほうがいいかなと。「優先することが望ましい」とまでは言い切る

必要はないのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 事務局、いかがでしょうか。 

○藤田消費者安全課企画官 取組方向のほうでは、25ページに引き続きシンポジウムを基

本として実施するとしておりまして、２ポツ目で一方でということで多様なリスクコミュ

ニケーション手法と書いておりますので、20行目の望ましいをもうちょっと別の言い方に

すればよいという感じでよろしいですか。 

○松永構成員 「理解度がやや高くなるものの大きな差が見られない」という書き方が、

リスクコミュニケーションのいろいろな手法を１つの尺度でしか見ていないととられてし

まうおそれがあるわけですね。ですから、それぞれの価値があるけれども、そこの上に書

いてある「等しく情報提供する」というところでシンポジウムをきちっと行っていくとい

う書き方にされればいいのではないかと思うのです。何もそこのネガティブさを強調する

必要はないのだと思うのです。 

○長村構成員 今のさらに追加みたいな形になるかもしれませんけれども、車座形式はリ

ーダー養成には非常にいいのではないかと思います。いわゆる一般市民の非常に多種多様

な方々に一定の情報を伝えるのにはシンポジウム形式がいいですけれども、リーダーを養

成するというときには、私は車座のやり方は、自分のところの団体でもとっていますので、
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幹部だけ集めて徹底的に話し合って、地方へ散らばすという、その考え方には十分車座と

いうのは使えるように思えます。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 リスクコミュニケーターというのは最後のところにもありますけれども、そこら辺のと

ころは調整して、どうでしょう。事務局、文言の調整ということで、検討頂けますか。 

○藤田消費者安全課企画官 そうですね。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 今のコミュニケーションの手法、２つありますけれども、まだ御意見ございましょうか。 

 池田さん、お願いします。 

○池田構成員 私もここがひっかかりました。17行目の「車座形式での意見交換会ではア

ンケートによると参加者の理解度がやや高くなるものの大きな差は見られない」というこ

とだったのですが、私は車座形式の理解度というのはかなり深まるのではないかと思って

いましたので、車座形式という一言でくくるのは難しく、どういう車座形式だったのかな

というのをすごく感じました。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 この辺は少しまとめた書き方ではなくて、もうちょっと具体的に書くという対応はでき

ますかね。 

○野田消費者安全課長 私のほうでの受けとめですけれども、今の我々の報告だと、こち

らから見た理解度を言っているけれども、松永先生の意見と今の池田先生の意見は、参加

された方の納得意識、率直に言うと自分の意見や気持ちを聞いてもらった感みたいなもの

の評価が抜けているのではないかという御指摘と受けとめました。そこがあると多分納得

度とか理解度というところにも恐らく差があるのだろうという話だと思うので、そうなっ

てくると、取組方向の２つ目のポツのところで、消費者の関心とかを喚起して、より参加

を頂けるようなことに取り組むことを検討すると書いていますので、（ア）（イ）（ウ）

と新しい話しか出していませんけれども、「消費者に正しい情報を伝えることを目的とし

て」の前により多くの消費者から積極的な参加を頂きとか、そういう目的みたいな言葉を

入れて、車座形式など以下のと、車座形式については特に深く触れなくて、新しい（ア）

とか（イ）のほうをメーンで書くというやり方ではいかがでしょうか。 

○関崎座長 どうでしょう。 

○藤田消費者安全課企画官 それに加えまして、確かにこれは「消費者に正しい情報を伝

えることを目的として」と書いておりまして、双方向ですとか理解度だけではない、納得

感みたいな視点が落ちていますので、全体を見直してそこら辺を検討したいと思います。

ありがとうございます。 

○関崎座長 そのように検討して頂けるということで、よろしいですか。 

 では、今の手法について２点ありましたけれども、まだほかに何か御意見なければ、そ

れらの御議論を踏まえた上で、最後の項目「（３）リスクコミュニケーションの促進」と
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いうところに移りたいのですが、移ってもよろしいでしょうか。 

 それでは、（３）について、事務局から御説明お願いします。 

○藤田消費者安全課企画官 では、11ページの34行目、リスクコミュニケーションの促進

のところから参ります。 

 ①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でございます。これにつきま

しては、実績のところでも御説明しましたけれども、消費者庁が地方にこういう支援がで

きるので申し込んでくださいねという事務連絡文書を出しております。それに対してレス

ポンスが、協力依頼をしてくる地方公共団体が、始まったのが昨年だったのですけれども、

ふえている傾向がございます。ということで、消費者庁の支援によって、予算的に厳しい

地方公共団体でも積極的に取り組んで頂けているところが出てきているのではないかとい

うことで、実現がスムーズになってきていると考えられると書いております。一方で、リ

スクコミュニケーションの取組自体は地方公共団体によって差があるほか、具体的な取組

方法もさまざまですということで、内容的にこういう方向でリスクコミュニケーションす

るのかなというところもあったり、もしくは全然やらないといったところもあって、十分

な実施経験や予算や人員がないということで、実施に積極的でない自治体も見受けられま

す。テーマについては、自治体のそれぞれの考えにおいて、必要性から取り扱うテーマを

決定していますということです。いろいろなテーマがございますけれども、自治体が実施

するテーマと、消費者庁が実施するものと、別に重複してはいけないというわけではない

ということが書いてあります。 

 取組方向ですけれども、地方自治体が積極的にリスクコミュニケーションに取り組むと

いうことが重要だと考えております。これを支援するために、これまで行ってきました消

費者庁職員の派遣ですとか、有識者の紹介、会場賃借料の協力支援に加えて、これまで実

績のない方でも実施しやすいように、これで実施してきた意見交換会の運営マニュアル等

を提供して、こうやればうまくできるのではないのというノウハウ的なところも提供して

いければと考えております。 

 また、さまざまな主体がリスクコミュニケーションに取り組む際に活用できるように、

消費者庁が作成した意見交換会用の資料、今、放射性物質については結構充実したものが

ありますけれども、例えば健康食品ですとか、基本的な考え方とか、そういうものをやる

際には、これを使ってやって頂けると、よりいい方向にできるのではないかという資料も

提供して、そういうラインでやって頂けるようになるといいかなと考えております。 

 ②のリスクコミュニケーターの養成ですけれども、これは先ほど池田さんと長村さんの

ところで御説明いただいてから確定版にしようということで斜字体になってございますけ

れども、一応今日お話し頂く前に書いておりますので、今後、先ほど頂きました御説明を

踏まえ、ちょっと充実させることができるかなと思っています。 

 平成25年度に消費者庁が実施したリスクコミュニケーターの事業は、地方自治体職員等

が研修を受けて、市民の問い合わせに対応するなど、１日で来て放射線のことが全部勉強
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できるということで、一定の機能を果たしたと考えられます。研修を実施した団体によっ

ては、養成されたリスクコミュニケーターから知識をどんどん広めて頂いたということが

考えられます。 

 今後は、関係府省が行う、例えば環境省さんですとか、そういうところが自治体職員の

研修等を行っておりますので、また、自治体さんもそれぞれの職員研修を行っている。あ

とは団体さんも消費者に説明する者の研修を行っているということで、いろんな団体の方

が職員研修等を行っていますので、そういう場に出かけていって、リスクコミュニケータ

ーになり得る者に対する研修やそのフォローアップとして実施される研修の機会に消費者

庁も出かけていって説明するとか、そういう協力ができないかということを考えておりま

す。 

 以上です。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 最後の部分に関して御意見頂きたいと思います。 

 中村さんからお願いします。 

○中村構成員 会議の場で私のほうから、地方公共団体に非常に温度差がありますという

コメントを頂いたときに、状況は説明させて頂いたところです。実際、その中でいろいろ

な病気がはやっているからということで、リスコミをやる余裕がない、つまり、その自治

体の中でプライオリティーというのがリスコミよりも病気の対策のほうに置かれていると

いうところもありますというお話はさせて頂いたのですが、それをここに書いていただこ

うかと思っていたのですが、書くと文章がごちゃごちゃになるなと思ったのです。 

 実際、いろいろな県のお話を聞いたのですけれども、もちろん安いか高いかは別ですけ

れども、皆さん予算をある程度とってあるのです。ですので、言葉の使い方というか、細

かな修正を提案したいのですが、５行目の「リスクコミュニケーションの」からですが「十

分な実施経験」の「十分な」という単語を入れる場所を「リスクコミュニケーションの実

施経験や予算・人員が十分でないことから」と、予算がないと断言されると実態とそぐわ

ない部分があるので、細かな修正を提案させて頂ければと思います。 

○藤田消費者安全課企画官 ありがとうございます。修正いたします。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 ほかに何かございませんか。コミュニケーションの促進というところですが、よろしい

ですか。 

 そうしますと、一応これで事務局のほうから御提案頂きました報告書（案）の御議論が

全て終わったわけですが、最後に全体を通して、あるいは今までのそれぞれの部分で言い

残したことなどがありましたら。 

 三宅さん、どうぞ。 

○三宅構成員 戻ってしまって申しわけないのですけれども、風評被害に関する意識調査

のところで、拡大するのかしないのかという議論がたしか先ほどあったと思うのですが、
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そもそも風評被害に関する消費者意識の実態調査の目的は何なのかと先ほどから思ってい

たのですが、継続的にやっていることによってどう変化してきたのかという経時的な資料

という意味では確かにあると思いますし、リスクコミュニケーションをやって、その効果

がどうあらわれてきたかを見るというのは大変貴重だとは思うのですけれども、一方で、

何で流通しないのかという需要と供給のバランスみたいな話もありますし、私たち流通業

からしたら、おっしゃるとおり、技術的には多分日本の国内流通に対してはほぼこの距離

なので大丈夫なのですが、なぜ流通しないのかという理由はもっとあるはずなのです。 

 九州でご覧にならないと、それは風評被害のせいかといったら、必ずしもそうではない

ところも多分あるのだと思うのです。産地を抱えているか、抱えていないかとか、いろん

な要素があるので一概には言えないと思うのですけれども、ただ、一方で、私自身も流通

業の中にいて、いろんなお声の中にないこともないですし、５年たった今、現状どうなの

かということを広く確認するという、リスクコミュニケーションの効果を見るためという

のも一つだと思うのですけれども、実際に全部でしているわけではない、しているところ

としていないところがあるというのもどこかの会議で報告されていたと思いますし、され

ていなかったところが結局５年たって今どうなっているのかということを確認して、定点

的なものもある程度参考で、それから次、来年どこで何をしていくのかということにもつ

ながると思いますし、私たち、当社は全国にもちろんあるので、全国からお声は頂きます

が、それが全部だともよくわからないですし、結局実態はどうなっているのかというのが

明確にわからないところもあるので、最後に、２回を１回に減らすことで余力があればほ

かのところにというお話もちょっとされていましたが、どちらかというと、よくよく考え

てみたら、そういうのも今必要なのかもしれないと私は思ったので、そうしてくれという

強い希望というよりは、どちらかというと、そういうのもここに今書かれている以上にも

うちょっと広げてもらうという方向性を検討頂きたいというのが希望です。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 事務局、いかがでしょう。 

○藤田消費者安全課企画官 今の枠組みの中で対象地域を広げてほしいという意味ですか。 

○三宅構成員 必ずしもそうではないです。全く新しい、別に経時性の話ではないので、

現状どうなっているのかを知る必要はないのでしょうかという提案です。 

○藤田消費者安全課企画官 ちなみにその内容は放射線に限ったほうがよろしいでしょう

か。というのは、先ほど言っていた量の概念とかそういうものがどれぐらい浸透している

とか、そういうところは調査しなくていいのかということもあるのですが。 

○三宅構成員 それに地域性がどれだけあるのかというのも微妙な感じもするので、今、

地域の話をしていたので、地域という観点からいえばですし、そもそも食品に対する放射

性物質のというところがテーマだったので、何となくそう思って発言をしていますが、余

りにも全部というとちょっと広くなり過ぎてしまうので、何か１つと言われれば食品と放

射性物質と地域の問題というのは見てもいいのかなという気はします。 
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 全国展開をしている中で地域差を感じているという意味ですね。 

○藤田消費者安全課企画官 新しい調査ということですと、中身をよく精査したいと思い

ますので、中身は検討させて頂きます。多分一回純増というのはなかなか難しいと思いま

すので、その辺の機会も含めて検討するということ。どこかにそういうところが盛り込め

るように検討します。 

○関崎座長 菅原さん、どうぞ。 

○菅原構成員 福島の農産物の風評被害の関係でいろいろ御議論頂きまして、大変ありが

たいと思っております。 

 まず、今回の意識調査というのは消費者サイドの意識調査ということで、この場で御議

論いただいているのだと理解しております。 

ですが、実は、私のほうでお願いしたいと思っておりますのは、先ほど三宅さんがおっ

しゃったような流通の部分で、一部、新聞等で報道されているのですが、仕入れ控えや価

格が下がっているとか、そういったものなども含めまして、根っこの部分の調査をお願い

できればと考えております。 

風評というのは切り口がいくつかあると考えます。以前の価格と同じには取り扱われな

い取引価格の問題。流通で取引される総量の問題。10年かけて品種改良やＰＲで培ったブ

ランドが原発事故によって一気になくなってしまったというような市場評価の問題。 

このように、様々な状況があると思うので、この消費者サイドの意識調査だけでなく、

今後、各省庁さんが連携して風評対策に取り組んで頂ける中で、例えば農林水産省さんの

サイドでやって頂く、経済産業省さんの内容でやって頂く、厚生労動省さんの中でやって

頂くといったようなところが出てくるのかと思います。その辺の意識調査のベース部分が

どうなのかなというところがありますが、私的にはそういった各省庁さんが連携した中で、

なぜ流通価格が下がっているのかとか、なぜ流通されないのかというところも含めた総合

的な意識調査をお願いしたいと考えております。 

この話は、この場でお願いすべきかどうか迷っていたのですが、私どもとしては、可能

であれば、そういったところをお願いできればと考えております。 

 以上です。 

○藤田消費者安全課企画官 流通サイドの意識調査。これは各省で相談させてください。 

○菅原構成員 これからの取組になるのかとも思ったのですが、三宅さんからそういった

流通の立場でのお話も頂いたので、まさにそういったところで今後に向けてと思い発言さ

せて頂きました。うまく表現できなくて申しわけありません。 

○関崎座長 まさに担当者会議で検討する話題になるかと思います。貴重な御意見ありが

とうございます。 

 ほかにございませんか。全体を通して場所は問いません。まだ若干時間がありますので。 

 今日御議論いただいて、これで事務局のほうでまたさらに修正を加えて、それを次回最

終回になるべくもう一回みっちり検討いただいて、でき上がるという筋書きになりますの
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で、今日できるだけ御意見を頂戴しておいたほうがまとまりが見えてくるのではないかと

思うのですけれども、よろしいでしょうか。 

 若干時間的には早いですけれども、ほぼ終わりの時間が近づいてまいりましたので、こ

こで一応御意見を頂くというのは打ち切りにいたします。今回頂いた御意見を踏まえて報

告書修正を事務局のほうでよろしくお願いいたします。 

 最後に、事務局のほうから何か事務的なお知らせはありますでしょうか。 

○藤田消費者安全課企画官 次回、最終回を予定しております。第５回の日程につきまし

ては、年が明けました１月30日月曜日14時からを予定しております。会場と詳細はまた後

日御連絡させて頂きたいと思います。 

 本日頂きました御意見を反映して修正する予定でございますけれども、もし今日言い足

りなかったこと、もしくは後で思いついたこと等がありましたら、メールで担当者まで御

連絡頂ければ、それを反映させていて頂きたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 ちなみに、直前よりももうちょっと早目に頂けたほうが反映しやすいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

○関崎座長 ありがとうございました。 

 構成員の方々から何かコメント、意見、情報、ありませんか。 

 では、これを持ちまして、本日の研究会を終了したいと思います。御協力ありがとうご

ざいました。 

 


