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第５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29年１月30日（月） 14:00～15:00 

 

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、金川構成員、曽我部構成員、中村構成員、長村構成員、松

本構成員 

 

4. 出席者 

（消費者庁） 

吉井消費者庁審議官、野田消費者安全課長、藤田消費者安全課企画官、石亀消費者

安全課政策企画専門職 

（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）報告書とりまとめ 

（２）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５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、菅原構成員、夏目構成員、三宅構成員、松永構成員から御欠席されるとの連絡

をいただいております。 

 それでは、まず資料の確認を事務局からお願いいたします。 

○藤田消費者安全課企画官 資料です。 

 １番上に議事次第が載っておりまして、次に座席表。 

 ちょっと右端がグレーになってい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）。 

 もう一個同じような厚さのものでグレーになっていない、字の大きいリスクコミュニケ

ーションの現状と今後の取組方向（案）というセットになっていると思います。 

 そのほか参考資料が１～５までついていると思います。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 報道の方、冒頭の頭撮りをもししていらっしゃいましたら、ここまでにしていただきた

いので御協力お願いいたします。 

（報道関係者退室） 

○関崎座長 それでは今回は前回御議論をいただきました「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）」について再度御議論いただきます。 

 前回いただいた御意見を踏まえて、事務局が報告書案に修正を入れております。この件

につきまして、事務局から修正箇所に関して説明をお願いいたします。 

○藤田消費者安全課企画官 それでは、前回からアップデートしたところを説明したいと

思いますので、右の端がちょっとグレーになっている字が小さ目の資料をごらんください。 

 表紙をめくっていただきますと、赤い字で下線が引いてあるところがあると思います、

その場所が修正箇所となっております。細かい文言の修正は抜かしまして、大きなところ

だけ御説明させていただきます。 

 ２ページの上の赤い部分「また、消費者は」のところですけれども、こちらは松永構成

員から「消費者の自主的かつ合理的に行動するよう努める」部分を入れたほうがいいので

はないかと御指摘をいただきましたので、それを踏まえて挿入しております。 

 細かい修正は飛ばさせていただきます。 

 続きまして４ページをごらんください。 

 一番下は４行ほど削除になっております。ここは１）でやった事実を書いてあるパート

だったのですけれども、ここに書いてある部分は貢献した内容等が書いてある評価に当た

ると思いますで、後ろの15ページに移動しております。完全に削除されてしまったわけで

はございません。 

 続きまして、６ページをごらんいただけますでしょうか。 

 ここから「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
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方向」に入っております。 

 まず最初の６行目で、「既開催分の質疑応答・アンケート結果等を基にテーマや日程、

具体的な実施方法等を調整する」と修正しております。これはリスクコミュニケーション

担当者会議で次のテーマ等を決めるときに前回の質疑応答とかアンケート等も踏まえてや

っている。そういう活動状況が見えるようにという御指摘をいただいておりますので、夏

目構成員の御意見を踏まえて挿入しております。 

 14行目ですけれども、「望ましい」と書いてあったところをもうちょっと強目に書いた

ほうがいいという中村構成員の御指摘を踏まえまして「必要である」というふうに直して

おります。 

 27行目ですが、「食品と放射能Q&A」のところですけれども、ここの評価といたしまして

「食品メーカーの担当者が消費者からの相談に応じる際に実際対話の基軸となったほか、

食品メーカーが原材料や自社商品の調査、分析等の検討や計画を立てる際の参考資料とし

ても有効であった」、また「常に最新の情報に更新されている」というように評価を書き

加えていただきましたので、松本構成員の御指摘を踏まえて修正しております。 

 続きまして７ページ目は「食品と放射能Q&A」の周知ですけれども、９行目、教育機関等

へ幅広くQ&Aの周知を図ると書いておったところを、大学の授業などでも使ったほうがいい

のではないかという長村構成員の御指摘を踏まえまして「小学校から大学までの教育関係

者等へ幅広く周知を図る」と修正しております。 

 続きまして８ページ目をごらんください。たくさん赤くなっておりますけれども、まず

３行目です。 

 これは風評被害に関する消費者意識の実態調査の部分でございました。これは、今後、

現在の対象地域をどうするかという議論の中で流通の状況が変化した場合には、対象地域

の拡充等を検討したほうがいいのではないかという夏目構成員と中村構成員の御指摘を踏

まえて修正をしております。 

 また、今後調査の結果、変動が小さくなってきた場合には、「これまでの調査回数を年

に２回から１回に減じ、調査項目や調査対象地域を変えた調査を年１回行うことを検討す

る」ということで、これはなぜ福島県産のものが流通していないかについて、放射性物質

と地域の問題を見てもいいのではないかという三宅構成員の御指摘を踏まえて修正をして

おります。 

 その下の「なお、風評被害については、消費者意識だけではなく、流通実態等を含めた

総合的な調査も必要である」という御指摘を菅原構成員からいただいておりますが、しっ

かり我々の調査の中でできるかどうか自信がなかったので、関係省庁で共有して対応を検

討していきたいとさせていただいております。 

 続きまして、「（２）リスクコミュニケーションの実施」に入ります。 

 19行目をごらんください。ここで「また、参加者との意見交換により、行政側が消費者、

事業者等の反応を直に知ることが可能となり、施策の検討を充実させることが可能となっ
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た」と。松永構成員がおっしゃっていたことで、意見交換会等をやるときに消費者の方に

こちらから一方的に何か知識を与えるだけではなく、双方向性があることを意識して書い

てくださいと御指摘をいただいておりますので、ここで、意見交換によって施策の検討等

を充実させることが可能となったとしております。これ以降はさまざまな部分でなるべく

双方向性を意識して修正を入れております。 

 続きまして25行目ですが、「消費者庁が実施してきた意見交換会等についても」という

ことで、ここは実は落ちていたのですけれども、しっかり書くようにということで、消費

者庁が実施してきた意見交換会についても書いております。 

 続きまして９ページの上、４行目をごらんください。ここも「消費者庁が地方公共団体

等の依頼を受けて行う意見交換会等を引き続き実施する」と。後ろのほうに実はやると書

いてあったので、書いてなかったのですが、ここに書かないと整理上やらないように見え

るので、書いてほしいということでしたので、ここに書いております。 

 リスクコミュニケーションのテーマの設定については11行目あたりからですけれども、

「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ついては」ということで、

実は③と④を別々に書いていまして、③は「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」、④は「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」

と書いてありましたが、ちょっと整理上わかりづらかったので、③と④を合わせまして、

どちらもより参加しやすいリスクコミュニケーションの手法を入れております。 

 １つ目が、そのために何をやるかというので「ITを活用したリスクコミュニケーション」

と、④が「その他、多様なリスクコミュニケーションの手法」ということで、ちょっとつ

くりを変えました。 

 21行目ですけれども、双方向性を重視するということで、21～23行目あたりに双方向性

のことをしっかり書いてあります。 

 次に②のリスクコミュニケーションのテーマ設定です。 

 ここでも、30行目、各府省の意向を踏まえてやっていたのですけれども「既開催分の質

疑応答・アンケート結果等を基に、リスクコミュニケーション担当者会議において決定さ

れてきた」と、先ほど同じ指摘がありましたが、夏目構成員の御意見を踏まえて記載して

おります。 

 続きまして10ページをごらんください。 

 ５行目のあたりからですけれども「実際の健康被害は生じていないが、消費者の関心の

高いものについても」ということで、ここはリスクが高いとか低いとかそのような書きぶ

りをしていましたが、「消費者の関心の高いものについても」という書きぶりに修正する

という松永構成員の御指摘を踏まえて修正しております。 

 理由のところですけれども、15行目からたくさん消えていますが、書いてある内容は余

り変わらないのですけれども、もうちょっとわかりやすく整理したらこうなるのではない

のでしょうかという修文案を松永構成員からいただきましたので、そのように直してござ
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います。 

 続きまして29行目をごらんください。ここからはリスクコミュニケーションのテーマの

選定の基準を書いております。 

 「消費者庁が関わる全ての食品に関するリスクコミュニケーション」ということで、主

語を誰がやるのかがわかりづらいという御指摘がありましたので、「消費者庁が関わる全

ての食品に関するリスクコミュニケーション」ということで主語をつけました。 

 「主要テーマに加えて、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

を消費者と共有することを目標とする」ということで、個別の下にⅰ、ⅱ、ⅲとあります

けれども、それに加えて基本的な考え方を踏まえてやってほしいという松永構成員の御指

摘がございましたので、そのように上に書きました。 

 下のⅰ、ⅱ、ⅲですけれども、ⅰはこの間から変わっておりません。「食品の安全性の

確保に関する施策の策定や変更等」です。 

 ⅱですが、「リスクが高いもの」と書いてあったのですけれども、リスクが高いか低い

か、実はきちんと評価しているものばかりでもないということなので、「食品に含まれる

物質等により健康被害が生じる可能性があるもの」としております。中身については（食

中毒、いわゆる健康食品等）ということで変わりはございません。 

 ⅲですけれども、こちらは「その他、消費者の関心が高いもの」ということで、（残留

農薬、食品添加物、遺伝子組換え食品等、リスクが適切に管理され、明確な健康被害は生

じていないが消費者の関心が高いもの）と直してございます。ここが一番議論があったと

ころだと思います。 

 続きまして大きく変わりましたのは12ページの一番下、30行目のあたりから「車座とシ

ンポジウムの参加者の理解度」のところから34行目まで削除されておりますが、国がやる

意見交換会等で車座をやらないわけではないのですけれども、主にしないということで、

車座のマイナスポイントを実は書いていたのですけれども、特段ここでマイナスポイント

を書く必要もないだろうということで削除いたしました。 

 次のページの４行目あたりに「多様な主体による意見交換等については、その目的や参

加者の属性に応じて、車座を含めた多様な形式を検討することが望ましい」と書きまして、

車座を一概に否定するものではなく、国がやるときには効率性等を考えると主たる形式は

シンポジウム形式なのだけれども、それ以外の多様な形式もありますと直しております。 

 続きまして13ページの（イ）をごらんください。ここは「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」です。25行目からちょっと４行ほど追加してござ

います。 

 「内閣府『消費者行政の推進に関する世論調査』（平成27年９月）によると、消費者問

題のうち関心がある分野として、「食中毒事故の問題などの食品の安全性について」と回

答した人が約65％と最も多くなっている。一般に不安は正しい科学的知識やリテラシーな

どの合理的判断により低減されるが、消費者が食品に不安を感じる要因の一つとして、近
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年では食品の生産・製造の場と消費の場が分離し、食品の製造工程を消費者が詳しく知ら

ないことが考えられる」となっています。 

 これは、もともとは赤い部分がなかったのですけれども、なぜ消費者が食品に不安を感

じる要因が食品の製造工程を詳しく知らないことなのかというのがちょっと唐突でわかり

にくいという意見がありましたので、その背景をちょっと説明で入れてございます。 

 続きまして大きなところでいいますと、15ページの19行目です。 

 先ほど４ページ目で削除してしまったリスクコミュニケーターの「例えば養成講習を受

けた地方公共団体の職員が、市民等から問い合わせに答える役割を果たすなどしたほか、

「食品と放射能Q&A」やリーフレットの配布、ミニ集会や意見交換会の開催を行うなどによ

り、食品中の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た」というも

のをこちらに移してきてございます。 

 最後ですけれども、30行目にリスクコミュニケーターの研修の機会に協力すると書いて

おりましたが、その後に「なお、研修に関しては、受講者の動機を高めるための仕組みを

検討する」ということです。これは長村構成員から例えばスタンプを集めるとか受講証を

出したりすることを御提案いただいております。ちょっと具体的な中身は書いていません

が、何らかの仕組みを検討したいということで、このようにさせていただいております。 

 以上、主要な変更点でございました。 

○関崎座長 ありがとうございました。 

 それでは今御説明いただきました報告書案について、項目ごとに議論を進めていきたい

と思います。 

 お手元には右側がグレーになっている修正した箇所が明らかにわかるようになっている

ものと修正を施した最後の版と両方がございます。どちらをもとに御意見を頂戴しても構

いませんけれども、ページがだんだんずれますので、どちらかということははっきり教え

ていただきたいと思います。 

 最初にまず「はじめに」の部分ですけれども、これは特にないかもしれませんが、この

部分も少しもとに比べると大きな修正が入っておりますので、何か御意見がございました

らぜひ発言いただきたいと思います。よろしいですか。 

 松永構成員の御意見を踏まえて、「はじめに」の最初の部分が大幅に修正されておりま

す。これで特に問題ないということでしたら、次に行きたいと思います。 

 次以降は丸の項目ごとに御意見を頂戴したいと思います。 

 まず「１ 消費者庁が実施した食品に関するリスクコミュニケーションの取組実績」の

（１）平成23年度から平成27年度の消費者庁のリスクコミュニケーションの総合マネージ

メントの取組で、ここに①とございます。ページでいきますとどちらも３ページになりま

す。 

 この部分に関しては余り大きな修正はなかったわけですから、皆さんの御意見も既に出

ているかもしれませんけれども、追加の御意見とかがもしあればぜひお寄せください。よ
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ろしいですか。どうぞ。 

○金川構成員 ごめんなさい。ちょっとここの内容ではないのですけれども、すごく素朴

な疑問なのです。 

○関崎座長 マイクを使ってください。 

○金川構成員 ごめんなさい。 

 素朴な疑問です。目次がないのはなぜですか。 

○藤田消費者安全課企画官 目次ですか。はい。つくります。 

○金川構成員 すごく読みづらかったので、よろしくお願いします。 

○関崎座長 今のような全体の構成に関してでも結構ですけれども、何かございますか。

（１）の①の部分です。 

 ここはもともとから比べると大きな変更はないので、皆さんも既にごらんになって御意

見を頂戴したわけですからもうよろしいかもしれませんけれども、よろしいですか。 

 ページをめくっていただきまして、今の（１）の「②リスクコミュニケーションの実施」

についてです。ここは終わりの部分に大きく修正が入りました。この修正の結果も含めて

御意見がございましたら、ぜひどうぞ。よろしいですか。 

 では、その次に行きたいと思います。 

○藤田消費者安全課企画官 ③はいいですか。 

○関崎座長 ③がここにありましたか。ごめんなさい。 

 ③がございました。「リスクコミュニケーションの促進」です。 

 ここがもとから比べると大きく変えられた部分です。③はよろしいでしょうか。「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「リスクコミュニケーターの養成」

です。 

○金川構成員 リスクコミュニケーターについて私も最初に私が疑念を感じたから読まれ

る方もと思ってちょっとお聞きしたいのですけれども、リスクコミュニケーターはどなた

がおやりになったのですかと私がお聞きしたときに、保健所とかいろいろなところの方だ

とおっしゃっていました。つまり訓練された方はちゃんと専門的な背景もあってリスクコ

ミュニケーターとして十分な資質がある方だとわかるような、どういう方だったのかが少

しあったほうがいいのではないか。いきなりぼんと出てきてリスクコミュニケーターの性

格がわかりづらいと思うのですが、どうでしょうか。 

○関崎座長 リスクコミュニケーターとは何ぞやみたいなものが、ここに。こういう教育

を受けた人を育てますみたいなことでしょうか。 

○金川構成員 そうです。この人たちがクオリファイドされているということが少しあっ

たほうがいいかと思います。 

○関崎座長 現時点で日本でそういうことができるかわからないのですけれども、事務局

いかがですか。 

○藤田消費者安全課企画官 ここは実績ですので、どういう方が対象だったかについては、
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これこれこういう方を対象にしてという書きぶりで書けると思いますので、そのようにさ

せていただきます。 

○関崎座長 ほかにございませんか。よろしいですか。 

 では次へめくっていただきまして、「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」です。 

 「（１）リスクコミュニケーション全体に係る事務の調整」の「①リスクコミュニケー

ション担当者会議」です。右側がグレーのものですと６ページです。修正後の資料ですと

５ページになります。 

 ここも幾らか修正が入りまして今の形になっていますが、いかがでしょうか。よろしい

ですか。構成員の方には既に資料がメールで送られていて、中をごらんになっているかと

思います。よろしいですか。 

 では、その次の「②食品に関するQ&A」です。これは右がグレーのものの６ページから７

ページ４分の３ぐらいまでになります。修正後の資料ですと５ページから６ページの同じ

ぐらい３分の２ぐらいまでになります。 

 ここに関しても若干修正が入っています。大きな修正ではないと思いますけれども、構

成員の方々の御意見を入れて修正されております。修正された後の段階で何か御意見がご

ざいましたら。よろしいですか。 

 ここはちょっと長いので少し時間を置きます。「１）食品と放射能Q&A」と「２）その他

の分野に関するQ&A」と分けて記載されております。よろしいですか。 

 現時点では特にないと考えます。 

 続きまして、その次の「③風評被害に関する消費者意識の実態調査について」は、右が

グレーの修正が入っている版で７～８ページの最初の部分までです。修正後のものですと

６～７ページの最初の部分になります。いかがでしょうか。この部分について何か。 

 特に③の最後のところは、先ほども御説明がありましたけれども、「関係府省庁で共有

する」というところで結んであります。これに関してもこういった対応でよろしいかどう

か。よろしいですか。 

 では、その次に行きたいと思います。「（２）リスクコミュニケーションの実施」の「①

リスクコミュニケーション全体について」ということで、修正の赤い字が入ったほうで８

ページから９ページの真ん中ちょっと先までです。修正後の資料では７～８ページの前半

までになります。この部分は大分修正が入りましたけれども、よろしいでしょうか。何か

御意見はございますか。どうぞ。 

○金川構成員 20行目からですけれども、異なる立場云々で「一定の効果があったと考え

られる」という表現がございますけれども、評価があったとおっしゃるのだと、何かこの

ままだと我田引水的な感じがするので、せっかくアンケートとかを毎回とっていらっしゃ

るので、そういうものを資料としておつけになって。 

○関崎座長 ８ページですか。 
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○金川構成員 ごめんなさい。訂正後の７ページの20行目と21行目です。「一定の効果が

あったと考えられる」ということですが、こうおっしゃるのであれば、アンケートとかを

おとりになっていると思いますので、せっかくですからそういう客観的なものをおつけに

なったほうがいいのではないかと思います。作業としては大変ですか。 

○関崎座長 事務局、いかがでしょうか。 

○藤田消費者安全課企画官 ほかの部分に余り具体的な数字で何％が何％になったとかと

書いていないので、ここだけをどうするかというのはあります。どうしますかね。 

○金川構成員 ここだけ「一定の効果があった」みたいな効果に関して割と判断がぼんと

全面的に出ているのです。 

 例えば、26行目かな、「多くの者と意見交換の場を持つことが出来た」というのは、多

分、資料でお出しになっている意見交換の場の回数を見ればわかるのでしょうけれども、

「一定の効果があった」という書き方だと、例えば参加された方の理解度が上がっていた

のかとか、そういうことを読み手としては思うのかなと。もし資料にあれば、そこを見て

みたいなことを追加されればいいと思うのです。 

○藤田消費者安全課企画官 それを効果と見るかどうかがあるから。例えば「効果」をや

めて「可能であった」と修文してしまうとか、そういうことは。 

○金川構成員 「一定の効果があった」というふうにお考えなら書かれてもいいと思うの

ですけれども、それならばいつも参加者のアンケートをおとりになっているので、そうい

うものを利用されたらどうかということです。 

 済みません。私としては、そういうものをなしに「効果があった」とする表記になれて

いないのです。 

○藤田消費者安全課企画官 だとすると「効果があった」というところを削除する。ちょ

っと考えさせてください。 

○関崎座長 これになる前に２回ぐらい議論されていて、その過程でもしかしてこうなっ

てきた可能性があるので、それをちょっともう一回見直してみて、もし根拠を出さずにこ

ういうことを書くのが不適切だということであれば、ちょっと文章を変えて、そのぐらい

にしてもいいのかみたいな意見があったほうが。 

○金川構成員 しかも、この文章はその形式は「効果があった」ということですよね。主

語は「その形式」ですよね。だから、やはりこの形が効果があったのだということだと何

か根拠があったほうがいいかと。 

○関崎座長 これは前の議論をもう一回ちょっと整理して、ちゃんと記憶がないのですけ

れども、もともとここまでは書いていなかったのですけれども、それなりにあったと書い

たほうがいいのではないかという意見があって、その結果かもしれません。そうしますと、

今の御意見も参考にして、もう少し適切な表現ということで事務局で検討していただいて

いいですか。 

○藤田消費者安全課企画官 はい。 
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○関崎座長 ありがとうございます。 

 今の①ですが、ほかにございませんか。 

 では、その次の「②リスクコミュニケーションのテーマ設定」です。赤文字が入ってい

るほうでは９～11ページの初めまででしょうか。修正されたほうで行きますと８ページか

ら９ページの真ん中までになります。「②リスクコミュニケーションのテーマ設定」の「１）

テーマの選定」と２）も入りますよね。 

○藤田消費者安全課企画官 そうですね。 

○関崎座長 ２）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までです。

③になる前までですが、いかがでしょうか。ここは、かなりもとの文から修正が入ってお

ります。特に【理由】と（取組方向）のところです。池田構成員。 

○池田構成員 最初の「はじめに」にもちょっと通じるのですが、こちらの②リスクコミ

ュニケーションのテーマ設定で、上から20行目です。 

○関崎座長 何ページですか。 

○池田構成員 書きかえたほうの８ページ目です。上から20行目に「リスク管理機関及び

リスク評価機関は相互に連携して」とあります。最初の「はじめに」の部分にも14行目に

「リスク評価機関及びリスク管理機関」という言葉が出てきます。この文章の報告書の対

象がどういった人たち向けに作成しているのかということが一つありますけれども、「リ

スク管理機関とリスク評価機関」を読んだときに、それがどういう機関をイメージしてい

るのかを多分一般の消費者の方はわからないのではないかと思います。 

 なので、こういったところの注釈や最初の「はじめに」というところに小さく注釈をつ

けてもいいのかもしれないのですが、基本的にはリスクアナリシスの仕組みの考え方など

を注釈としてつけるのがよいと考えます。 

○関崎座長 そうすると具体的にあれですか。 

○池田構成員 具体的なところ。 

○関崎座長 食品安全委員会あるいは管理機関だったら厚生労働省や経済産業省のような

書き方を。 

○池田構成員 そうですね。 

○関崎座長 どこかに。 

○池田構成員 どこかに書いたほうが。誰向けの報告書なのかにもよりますけれども、一

般の消費者向けということであれば注釈を入れたほうがいいのではないかと考えました。 

○関崎座長 そうかもしれません。役所の感覚では評価機関というのはどこを指すか当然

食品安全委員会に決まっているだろうということになりますけれども、一般の方々に見て

いただくということなのでその辺も全部につけるか、最初のところで注釈をつけるかは事

務局にお任せします。 

○藤田消費者安全課企画官 最初に出てくるところで注釈を入れたいと思います。 

○関崎座長 消費者の立場に立った御意見をありがとうございます。 
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 ほかに今の②の部分ですけれども、ありませんか。よろしいでしょうか。 

 そうしましたら、その次も修正されまして、「③ITを活用したリスクコミュニケーショ

ン」です。赤文字が入ったほうでは11ページの最後の行から12ページの真ん中ぐらいまで

です。修正後のバージョンだと10ページの真ん中にあります。 

 これも構成員の方々からさまざまな御意見を頂戴してこのように「ITを活用した」と見

出しにまで出るように修正いただきましたが、いかがでしょうか。よろしいですか。 

 では、次に参ります。これも見出しを修正されまして、「④多様なリスクコミュニケー

ションの手法」です。赤文字が入っているほうでは12ページからちょっと長いですけれど

も14ページの（ア）（イ）（ウ）（エ）までです。修正されたほうでは10ページの下から

11ページ（ア）（イ）12ページの（ウ）（エ）までになります。 

 ちょっと長いですので少し時間を置いて御意見をお待ちしたいと思います。何かがござ

いましたら、挙手をお願いいたします。 

 多様なリスクコミュニケーションの手法ですので、まず実際にどのような形で情報を伝

えるかという、リスクコミュニケーションの実際の部分を幾つかの項目に分けてこういっ

た取り組みを行いますというまとめになっております。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、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、効果的な形式の検討、消費者の状況に応じた伝え方の検討です。よろしいです

か。特にお気づきの点はないようでしたら、次に行ってもよろしいでしょうか。松本さん、

どうぞ。 

○松本構成員 少し細かくなってしまうのですが、見え消しになっているほうの資料１２

ページ、27行目に「参加者が意見が異なる立場の参加者の存在を知ることが」と書かれて

います。前にさかのぼって、８ページ目の23行目には「異なる立場の人々の存在」と書か

れています。１２ページ目には「意見が異なる立場」と書かれていますので、整合性をと

って８ページ目のほうにも「意見が異なる立場の」としていただくことではいかがでしょ

うか。 

○藤田消費者安全課企画官 いいです。 

○関崎座長 そのように修正するそうです。ありがとうございます。 

 今のような御意見を歓迎いたしますので、ぜひお気づきの点があれば教えていただけれ

ばと思います。よろしいですか。 

 そうすると、もうほとんど最後の項目が近づいてきてしまうのですけれども、そうしま

したら、その次「（３）リスクコミュニケーションの促進」、「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」です。 

 赤文字が入っているほうで14ページから15ページの真ん中あたりまでです。修正後の版

では12ページから13ページの真ん中ぐらいまでになります。 

 ここは、大きな修正はもとからないわけですが、改めて気づいた点等があれば、ぜひ御

意見をお願いします。よろしいですか。 
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 そうしますと本当に最後の項目になります。赤文字が入っているほうの15ページの「②

リスクコミュニケーションの養成」です。そして修正後の版では13ページの最後になりま

す。ここは少し大きな修正が入っていますが、いかがでしょうか。どうぞ。 

○金川構成員 最後の31行目のところの「受講者の動機を高めるための仕組みを検討する」

というところですけれども、先ほど具体的なものが幾つかあるとおっしゃっていましたね。

そういうことをちょっとにおわせる文章は書けませんか。お役所はこういうふうにやりま

すというだけで、何も考えていないのではないかと思われると損だと思うのです。 

○関崎座長 いかがですか。 

○金川構成員 例えば、括弧で、何とかなどとかという。 

○関崎座長 恐らくいろいろな場所あるいはテーマごとにどういったものを受講者に差し

上げるかはいろいろ変わってくる可能性もありますし、それを書くとそれをもらえると思

ってきた人がそのときにそれがなかったらということもありますし、なかなか難しいのか

と思うのです。あるかもしれないけれども、ないかもしれないとも言えませんし。 

○金川構成員 かえって誤解を招くようなら書かなくてもいいと思うのですけれども、せ

っかくそういうふうなことがあるのであればうまく工夫があればいいと思います。 

○藤田消費者安全課企画官 実は事例で書こうかと思っていたのは、例えば受講するたび

にスタンプをもらえて集まっていくということを考えて、本当にそれが我々が与えられる

皆さんの受講の動機になるのか。受けた方は喜ばれるのかもしれないのですが、国として

それをやったことが皆さんの動機づけになると胸を張って言えるかどうかはちょっとあり

まして書くのを躊躇していました。何か具体的にあればということなのです。 

○金川構成員 終わりかなと思ったので、ちょっとそれだったらもったいないと思ったの

です。 

○関崎座長 認定証の授与とか多分そういうものは出すだろうと思われるものが、もしあ

れば。 

○藤田消費者安全課企画官 実施されている団体の方はもちろん認定証とかを出されると

思うのですけれども、それを国としてどう支援するかがあります。消費者庁がやっている

ものですと消費者庁の受講証を発行することができるのですけれども、我々がリスクコミ

ュニケーターを支援するということで講師としていったときに、何か認定証を出すことは

きっと難しいのだろうと思いますので、そこはちょっと考えどころかと思います。済みま

せん。 

○関崎座長 これはむしろ実際に報告書に沿ってこれから活動が進められる中で、どうや

らあれに出ると何かもらえるらしいということがみんなにわかっていくという格好で広が

っていくと御理解いただければいいかと思います。そういう感じで。 

○藤田消費者安全課企画官 済みません。 

○関崎座長 貴重な御意見ありがとうございます。 

 ほかにこの部分リスクコミュニケーションの養成についてですが、何か御意見はござい
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ませんか。よろしいですか。 

 では、まだ時間が相当残っていますので、最後に全体を通してもう一度構成というので

しょうか、項目の順番も含めて、残念ながら目次がないのでそれが見渡せないのですけれ

ども、何かございましたらぜひお願いします。 

 これで案が確定しますと本当に消費者庁はこの取組方法でこれから活動を始めるという

話になりますので、消費者に直接影響する内容になります。 

○藤田消費者安全課企画官 済みません。修正ではございませんけれども、本日御欠席の

三宅構成員から本日は出られないということですけれども、御意見、御感想を承っており

ますので披露させていただきたいと思います。 

 ２点ございまして、１点目が企業の立場としてそろそろ放射性物質の検査をやめるのを

どうするかを考えていきたいということでございます。ただ現状では生産者も自治体も企

業も誰も自分からこれをやめることができない状況になっているので、この八方にらみに

なっている状況をどうしたらいいのかを今後考えていく必要があるのだろうということで

ございました。 

 その背景には、消費者の受け止め方があって、生産者の方も自治体の方もみんな企業が

受け入れてくれないからだとかという話になって、その背景に実は消費者の考え方があり

まして、消費者の受け止め方にどうやったら安心を伝えながら検査をやめることができる

のかを考える必要があるのではないかということでございました。 

 検査をしているから大丈夫ということではなく、生産の段階から流通までポイントポイ

ントでしっかりこういう対策をやっているから、最終産物は大丈夫なのですということを

伝えていく必要があるのではないかという御意見を承っております。これを踏まえまして、

我々としても今後のリスクコミュニケーションに生かしていきたいと思っております。 

 もう一点目が、今回の議論を受けまして、消費者の情報処理能力をどうやって養ってい

ったらいいのかもポイントだということを伺っております。それはリスクの考え方やハザ

ードの考え方を広めていくことができたらいいと考えておられるということで、自立でき

る消費者をいかにつくっていくといったらあれですけれども、そのような考え方をいかに

伝えていくかが重要ではないかという感想を抱きましたということで伺っております。 

 以上でございます。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 今の御意見を伺った上で、また何かございましたら。 

 確かに検査をいつやめるか。やめてもいいとは思っている方が多いとは思うのですけれ

ども、なかなかいろいろな立場にいる方のそれぞれの御意見と状況が許さずに検査が続い

ているわけですけれども、この辺で検査をやめるべきなのかどうかをテーマにしたリスク

コミュニケーションもあっていいかもしれません。どうぞ。 

○金川構成員 それに関連してなのですけれども、案のほうの見え消しでないほうの10ペ

ージの８行目、９行目なのですが、「放射性物質が様々ある食品のハザード（危害要因）
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のうちの１つであるということも消費者に伝えるよう配慮をする」。ここは、私はずっと

欠席していましたのでニュアンスがちょっとわからないのですけれども、このまま読むと、

要するにほかもたくさんあると。放射性物質だけではないという言い方を伝えたいのか、

それとも消費者の人たちは放射線のことを知らないから、それもあるのだと伝えたいのか。

これはどっちなのですか。 

○関崎座長 前者です。ほかにもいろいろハザードがあるので、その中の一つが放射線と。 

○金川構成員 ですよね。そうすると一つにすぎないという意味ですよね。一つである、

多々あるうちの一つにすぎないというニュアンスとしてはそうですよね。どっちとも読め

たのです。私は今の議論を知らないのです。 

○関崎座長 その言葉をもう少し読み違いのないような表現にということですね。 

○金川構成員 はい。 

○関崎座長 どうでしょうか。よろしいですか。 

○藤田消費者安全課企画官 はい。そのようによい文言を考えさせていただきます。 

○金川構成員 お願いします。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 ほかによろしいですか。 

 御意見がないようですと、時間はかなり早いのですけれども、皆さんお忙しい方ばかり

にお集まりいただいておりますので、ここで締めてもよろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 それでは本日もさまざまな御意見を頂戴しましたので、この御意見も踏まえて、事務局

で最終的な修正を施して取りまとめていただきたいと思います。 

 事務局には今回の修正をよろしくお願いしたいと思うのですけれども、最終的にでき上

がったものに関しては、座長に一任していただけるとありがたいのですが、よろしいでし

ょうか。 

 ありがとうございます。御了解を得られたと考えます。 

 今回、消費者庁がこれまで様々なリスクコミュニケーション活動を行ってきたことを含

めて、総括して、今後それを踏まえてどのような新しいリスクコミュニケーションに発展

していったらよいかについて、様々なお立場にある構成員の方々から貴重な御意見を頂戴

しまして、事務局が本日ようやくこのような報告書と取組方向を作成するに至ったわけで

す。 

 早速でき上がりましたら、これを一般に公開して消費者庁はこれに沿って活動していき

ますという宣言になるわけなのです。 

 構成員の方々にもこれからまだまだ御意見を頂戴することもあるかと思いますし、実際

に消費者庁が活動を始めた場合にはそれをいつでも監視してというのでしょうか、御意見

をまたさらに頂戴できればと思います。本日大変すっきりした形にまとまってはいるので

すけれども、まだ何となく抽象的な表現が非常に多いというので、これから消費者庁で実
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際の活動が始まって初めてこの報告書あるいは取組方向が生きたものになっていくのでは

ないかと思います。消費者庁のこれからの活動に期待いたしたいと思います。 

 では、これで閉会でもよろしいですか。 

 では、閉会に当たりまして、消費者庁の吉井審議官より一言御挨拶をお願いいたします。 

○吉井消費者庁審議官 皆さん、どうもありがとうございました。 

 今日は最後の研究会ということで座長に御一任をいただいたということでございます。 

 私どもはこれから案をつくりまして、座長と御相談させていただいて最終案という形で

まとめさせていただきたいと思います。まとまった時点で早急に公表はさせていただきた

いと考えておるところでございます。 

 これまで都合５回研究会を開催させていただきました。もともとの予定では昨年中に終

わる予定であったのですけれども、いろいろな課題もいただきまして、さまざまな観点か

ら御議論いただいたということで、年明けに１回増加して開催させていただきました。 

 大変お忙しい中にかかわらず御出席いただきまして、また活発な御意見をいただきまし

てありがとうございます。 

 先ほど座長からお話があったとおり、この方向に即して我々これからのリスクコミュニ

ケーションを進めていきたいと考えております。来年度から早速やっていきたいと思って

おりますが、まだ今年度中にリスクコミュニケーションで我々が主催するようなものが幾

つか残っておりますので、そういう場で反映できるものはどんどん反映していきたいと考

えております。また、長期的な観点で場合によっては予算措置も必要なものもあろうかと

思います。そうしたものについては、平成30年度予算等々でまた検討していきたいと考え

ているところでございます。 

 ぜひ皆様方には、また食の安全安心あるいは消費者行政の御専門の方々ばかりでござい

ますので、引き続き消費者行政の推進に御理解を賜りまして、リスクコミュニケーション

の効果的な推進という意味でも引き続き応援をいただければと考えておりますのでよろし

くお願いしたいと思います。 

 本日まで非常にお忙しい中、大変活発な御議論をいただきましてありがとうございまし

た。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 では、最後に（２）「その他」として事務局から何か伝える事項はありますか。 

○藤田消費者安全課企画官 全５回にわたりまして本研究会に御参加いただきましてあり

がとうございました。 

 吉井審議官からもありましたように、皆様からいただきました御意見をまとめた報告書

に基づいて、来年度以降、リスクコミュニケーションに取り組んでまいりたいと思ってお

ります。 

 参加の構成員の皆様方には最前線で協力をいただきましてリスクコミュニケーションを

やっていただければと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。 
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 その際にも、もし「食品と放射能Q&A」等を配りたいということがありましたら、言って

いただければ、当方の手持ちの余部をお配りすることができますので、ぜひ御連絡いただ

ければと思います。 

 また、傍聴の方で、もしリスクコミュニケーションをやるという方がおられましたら、

御相談いただければ、余部がある限り「食品と放射能Q&A」をお配りすることができますの

でぜひ消費者安全課に御連絡いただければと思います。 

 今後、また吉井審議官も申しておりましたけれども、これに関連していろいろと検討す

ることもあるかもしれませんので、もしかするとその場合にはまたお声がけをさせていた

だくかもしれません。お忙しいところ大変恐縮ではございますけれども、これに懲りずに

今後ともおつき合いいただければと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 本当にありがとうございました。 

○金川構成員 済みません。ちょっと実施に当たって、審議官もいらっしゃるので、２点

要望させていただいていいでしょうか。 

 まず10ページの情報リンクが掲載され、ホームページを作成するということですけれど

も、リンクの張り方がすごくややこしくてすっといかないというので、せっかくの発信は

消費者ができるだけ簡便にとれるようにぜひ工夫をお願いしたいというのが第１点です。

これを本腰でお進めになるのだったら、ぜひぜひお願いしたいのが第１点です。予算措置

のときにお考えいただきたいと思います。 

 もう一つは予算措置です。そんなに大した予算は要らないですけれども、ここでいっぱ

いリスクコミュニケーションの評価をするとか、ずっと継続調査をされていますけれども、

も今後調査されるときには、調査票をつくったりするときにはぜひ心理学者を入れてつく

られたほうが後々の調査票の分析のときにいいと思います。そこはちょっとお薦めしたい。

心理学者はそんなに高くないですから。ぜひお入れになって調査票をつくってください。 

 以上です。 

○藤田消費者安全課企画官 ありがとうございます。 

 震災のときは全然時間がなかったので慌ててつくっていたのですけれども、今後ちょっ

と調査のやり方等も、いろいろな先生のところで伺いながらやっていきたいと思いますの

で、その際はぜひいろいろとよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 

○関崎座長 御意見ありがとうございます。 

 ホームページは全くおっしゃるとおりで、できて最初のころは項目が少ないので見たい

ものがすぐ見つかるのですけれども、だんだんいろいろな項目がふえていきますと、自分

が出た会議の資料がどこにあるのかわからないぐらいに複雑になっていくのはどこの役所

も同じです。本当に貴重な御意見ありがとうございます。 

 それではもうよろしいですか。 

 それでは、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。本日はまことにあ

りがとうございました。 


