
９/１　「食品に関するリスクコミュニケーション（牛海綿状脳症（ＢＳＥ）対策に関する意見交換会）」　アンケート集計表
（合計） 版

出席人数 240 有効回答 99
回答率 41%

問１　あなたは意見交換会参加者ですか。傍聴者ですか。

1出席者 2報道関係者 3行政等関係傍
聴者

問１ 94 0 9

問２　ご自身について、ご回答下さい。

1消費者 2農林水産業 3食品等事業者 4地方公共団体
職員

5その他

問２ 36 14 28 21 8

問３　本日の意見交換会について、何からお知りになりましたか。

1厚生労働省・
農林水産省の
ＨＰ、配布物

2メールマガジ
ン

3農政局のＨ
Ｐ、配布物

4農政事務所の
ＨＰ、配布物

5その他の行政
機関のＨＰ、配
布物

6新聞、雑誌等 7その他

問３ 34 2 24 11 17 5 11



問４　担当者の説明についてお尋ねします。説明内容について、理解することができましたか。

1理解できた 2だいたい理解
できた

3あまり理解で
きなかった

4理解できな
かった

問４ 45 56 2 0

追加問４－１　説明がわかりやすかった点はどこですか。当てはまるものは全てご回答下さい。（複数回答）

1資料内容が平
易でわかりやす
かった

2説明が丁寧
で、わかりやす
かった

3説明がはっき
りとして聞き取
りやすかった

4適切な説明時
間が確保され
ていた

5その他

問４－１ 46 47 40 17 1

追加問４－２　説明でわかりにくかった点はどこですか。当てはまるものは全てご回答下さい。（複数回答）

1資料内容が専
門的すぎて難し
かった

2説明が難解
だった

3説明が聞き取
りにくかった

4説明時間が短
すぎる

5その他

問４－２ 6 7 5 20 7

私は専門的な立場なのでわかったが、はたして一般の方達は理解できたでしょう
か？

国際的ルールで全頭を殺す、補償に対象になる全頭検査だけではカバーできな
い。質問が出たところで説明がわからなくなった。

同じ事を３名がくり返した。

内容は知っていた。

資料に基づく説明もほしかった。

資料のうち「事前意見の概要」に何も触れられなかった気がします。

農林水産省・厚生労働省で重なる部分もあるので、一緒に説明する方が分かりや
すい。



問５　今回意見交換会を開催したことを、どのようにお考えですか。

1評価する 2やや評価する 3あまり評価し
ない

4評価しない

問５　 68 30 4 0

問６　意見交換会に出席されて、どのような感想を持たれましたか。当てはまるものは全てご回答下さい。（複数回答）

1わかりやすく
情報を提供しよ
うとする行政の
姿勢がみられ
た

2広く関係者と
意見交換をしよ
うとする行政の
姿勢がみられ
た

3様々な立場の
参加者の意見
が聞けて参考
になった

4行政の説明や
答えぶりが一
方的だった

5意見交換とし
ては不十分だっ
た（時間的）

5意見交換とし
ては不十分だっ
た（内容的）

5意見交換とし
ては不十分だっ
た（両方）

6その他

問６ 29 52 63 3 6 3 7 2

問７　今後、推進してほしい、食品に関するリスクコミュニケーションとして当てはまるもの全てに○をつけて下さい。（複数回答）

1多数の参加者
が発言できる意
見交換会の開
催

2食品の安全に
関する基礎的
な勉強会の開
催

3参加者すべて
が発言できる少
人数の座談会
の開催

4各層有識者に
よるシンポジウ
ムの開催

5意見をいつで
も言える窓口の
設置

6地方における
意見交換会の
開催

7その他

問７ 41 44 19 21 38 34 4

1残留農薬 2動物用抗菌性
物質（いわゆる
抗生物質等）

3環境からの汚
染物質（カドミウ
ム、メチル水
銀、ダイオキシ
ン類等）

4天然毒素（カ
ビ毒等）

5加工中に生成
する汚染物質
（アクリルアミド
等）

6家畜の病気
（ＢＳＥ、鳥イン
フルエンザ等）

7有害微生物
（病原性大腸
菌、サルモネラ
菌等）

8食品表示 9トレーサビリ
ティ

10その他

問８ 50 26 31 4 4 49 23 55 40 1

食べ物の重要性と世界的な飢えの問題。

国内対策のリスクコミュニケーションではないのか、なぜ米国産の輸入の話しがあるのか。

何のためのリスクコミュニケーションか？

問８　今後の意見交換会で取り上げるべきテーマとして重要と思われるものをご回答下さい。（複数回答）

フロアから意見がありましたように、国民の信頼にしっかり応えて
安全を守っていただければよかったです。

消費者団体の意見ばかりでなく、一般の消費者の意見を言える様な環境をつくってほしい。彼らは全員反対論者だ
から。

様々な立場の人たちが同じ場に集うことで、リスクについての考えが広がって全体的な推進につなげてもらいたい。



問９　運営等、何かお気づきの点や感じたことがありましたら、ご記入下さい。

問９

説明については、一般の人にも分かりやすい簡単な説明があった方がよかった。３件とも同じような説明があった。

大変ご苦労がおありかと思いますが、リスクコミュニケーションについて取り組まれたこと、これからも期待したい。

はじめて参加させていただきましたが、とても有意義な時間をもたせていただきました。「リスクコミュニケーション」はとても大切な場だと思います。私の意見は発言としては出していま
せんが、ＢＳＥ全頭検査によって政府は信頼を築いていると思っています。最近、熊日新聞のアンケート調査があり、「食品に対する安心・安全には不安を持っている」が７割でした。購
入する事と思っている事には差がある部分もあるかと思いますが、（やりくりしている主婦として）このアンケート結果を真摯に受け止めて、国として力強くリーダーシップをとってすすめ
ていっていただきたいと願います。もちろん、そのために母親である私たちの日頃の努力は続けていきます。

①全体の意見交換の際に、一人一人の発言を２分をメドにしていただいたのはよかった。②やはり、報告・説明（３名の方）と、意見交換の間に休憩を入れて欲しかった。その分、１３
時開始にして、正味時間を長くしたらよいと思うのですが、いろいろと事情や配慮があるのでしょうか。③これも、何か事情があるかと思いますが、机が欲しかったです。報告や討論の
メモは、ひざの上では書きづらいです。④今回のまとめ（開催報告）は、できれば１ヶ月以内にＨＰにアップしていただけますでしょうか。よろしくご検討お願いします。⑤本日の「意見交
換会」の報告者の方々、事務方の皆様方のご奮斗に感謝いたします。お疲れ様でした。

完全とは言えない全頭検査に疑問があります。パーフェクトな食の安全はあり得るか。コストも考える対策も必要ではないか。一方的な発信ばかりでなく、全ての人に考えてほしい。

米産牛肉について、全頭検査体制が議論の焦点となっているようですが、ＢＳＥ発生時に様々な要因から発生したいわれのない恐怖心んを沈静化するために全頭検査と国産牛肉の
全量買い上げ、廃棄という対策が取られました。これは緊急避難的な措置です。大量のＢＳＥ牛を発生させたＥＵでもＳＲＭ除去がその対策の中心であり、補完的に資料の問題、月齢
３０ヶ月以上の牛の検査、トレーサビリティーの実施等がなされていると聞いています。日本でもこれらを参考にして一刻も早い対応を確率してほしいと思います。

３人の方の説明の内容が重複していたことは残念でした。せっかくの機会なので、色々な情報がほしかった。

時間を守って下さい。

食肉の輸入で、オーストラリア、アメリカ等から輸入しているが、国内での生産自給率を上げて行くといった考え方は、ないのでしょうか？米、野菜、肉等食品全てに関して、日本の生
産自給率はイギリス等の島国に比べて低いと思います。生産者、販売者、消費者が一体となり、同じ目標に向かい努力する事や目標をまず三位一体で意見し合う事が大事なのでは
ないでしょうか？

ＢＳＥ検査に３０億円をかける必要性があるのか。現状では「ある」と判断されているはずだが、アメリカからの輸入についても同レベルの判断が必要なのでは。選択は国民がするこ
と。国民の自主性にまかせても良いのだが、政府はどう国民を導くつもりか。食肉にＢＳＥ未検査と表示しても、多分「みんなで渡ればこわくない」で買うだろう。

と蓄のＳＲＭの除去で背割り前に吸引する、その後での脊髄除去は、高圧洗浄で飛び散るので危険である。高圧吸引の方が良いのではないか。スイスでは、高圧吸引を背割り後実
施しているのをＴＶで見た。

国産牛肉の消費拡大を重視した検討を願う。国産牛肉の高価格を維持し、農家所得を保障すべきである。

全頭検査と特定部位の除去は食の安全の観点から必要不可欠であると思います。この制度は絶対に継続実施をお願いします。また、若い月例の牛の確定診断の科学的・技術的確
立を早急にお願いしたい。

業界団体の方のＥＵ並にしたらどうかという話は、日本で若齢牛が発見された事からも、より厳しくはあっても、ＥＵ並はなし！全頭検査の継続・検査法の開発・危険部位の除去の徹底
を望む。

やや発言者が片寄っていたように思われました。

①若齢牛での検出限界をもっとはっきり伝えるべきである。②ＢＳＥにかかるすべての費用（人件費・死亡牛・肉骨粉等すべてのコストを含めてＢＳＥ対策費としていくらの税金がかかっ
ているのか）を国民に明示すべき。③他のリスクのある食品（食中毒・農薬）との比較をもっとすべき。④政治家の圧力で始めた全頭検査は即改善すべき。

消費者団体の比率が高いのでは？

意見交換会で事前の資料説明があれば、もう少し内容がしぼれたと思う。（資料５）



少人数で話し合って、最後にパネルディスカッションなどしてみてはいかがでしょうか。消費者と生産者は全頭検査をお願いしたいと感じ、流通業者との温度差を感じた。もっと国民へ
の説明が必要では？

様々な方面の方々の意見が聞けて勉強になった。一番大事なのは、生産者から食肉業者を経て消費者まで安全かつ適正な価格で流通することだと思う。全頭検査、ＳＲＭの除去の
必要性を見直して安全かつ適正な価格の為に政府は対策を講じてもらいたい。日本の食品自給率を考えた上で今後の対策を！！

食の安全を推進する行政のあり方が本当に変わり始めたなと実感いたします。ご努力に感謝いたします。

流通関係者、生産者、消費者それぞれの立場の意見があり、それぞれに納得する部分があります。何よりも大切なのは正しい情報を得るということかと思いますが、情報源として信
頼できるものを農林水産省・厚生労働省より発信してもらいたいと思います。

参加申込時に質問した事項の回答をされていないのでは？（資料５）

佐多先生が説明の最後に日本人の感染リスクは極めて少ない、安い牛丼を食べたいでしょう？と発言されたのはいかがなものか。輸入再開を意識しているのではないか。

一応、情報交換会ということで、今回、国からの情報や、各職種の方の情報を得ることができたのは貴重な経験だったが、やはり、メモをとりやすいように、机が準備された方がよかっ
たのではないかと思う。私自身、熊本で働いており、今回、こういう会議の場を熊本で開催していただいたのは、うれしい限りであった。

発言者へマイクを持っていくときに、担当者が誰が発言者かわからないことがたびたびあった。素早い的確な対応が必要！

会場に入ってからの案内表示が小さいため、早めに来た人たちは迷ってました。できれば入り口に大きく表示してほしかった。内容については大変有意義であった。私は生産者サイド
で見ることが多かったため、消費者の方の意見が聴けることは大きかった。たとえどんなに安全だといっても、消費者には不安がつきまとうことを実感した。

会場前に看板を立てて欲しかった。

意見交換というよりは、意見を陳述する場のように感じました。もう少しテーマに沿って話し合いができるとよいと思います。このような会を設けることはすばらしいことだと思います。出
席できて非常に有意義でした。

①事前意見の概要は各意見が事前に分かり、よかった。②意見交換の時間がこれまでよりも多く取られていて改善されていると思った。③ある意見と反対意見と数を合わせるこなど、
より違った意見を引き出そうとした司会進行がよかった。④食品安全委員会のみなさん、頑張って下さい。

男性の背広に合わせてあるのかと理解していますが、冷房が効きすぎです。どこに出かけても思います。

今回の意見交換会は情報の発信源とともに、様々な分野の方のパイプ役として、意義があったと思います。他地域の方の意見集なども公開していただきたいと思います。

①カラーのパワーポイントの資料、資料３・４は両面コピーでよいと思う。②参加者には生協関係者が多かったようです（団体名を言わずに意見を２回述べられていた福岡のスヤマさ
んはエフコープの理事長です。なぜ隠していたのかわかりませんが）。参加はもちろんですが、リスクコミュニケーションをやると、どうしても生協関係者や熱心に消費者運動をされてい
る方々の声が大きく出てきてしまいがちです。平日の昼間に参加するのは難しい人もいます。ごくごく普通の一般国民の意見にはまた違った視点があると思います。そういう声も何ら
かの方法で吸い上げていかないと真の意味でのリスクコミュニケーションにならないのではないかと思いました。

大変有益な意見交換会でした。勉強になりました。（値段が）少々高くても国産の安全な牛肉がほしいです。これは畜産業の方々を保護するためにも大事な事だと思います。

意見交換会での意見・質問の内容が極端なものが多かったのではないでしょうか。中立の立場の意見も聴きたかった。

色々な意見が聞けて、勉強になりました。焼肉店の者ですが、仕入等品薄で、金額が高くなり大変です。



自由記入欄　本日の意見交換会の運営その他、何かお気づきの点や感じたことがありましたらご記入ください。

自由記入欄

お役所的な内容でなく、よかったと感じました。

縦割行政といわれ、厚生労働省・農林水産省とは同席される事は少なかった数年前と比較し、近年のＢＳＥなどの問題ときっかけとして、同席される事が増えたと思う。さらに今日のよ
うな意見交換はめずらしく、今後も色々なテーマで開催して頂きたい。

現在、米国からの輸入禁止もあり、枝肉価格が好調です。併せて、子牛価格も高値が続いています。将来的に輸入再開された場合、枝肉価格の値下がり、それによる肥育農家の経
営不振が懸念されます。また、子牛価格の下落も予想されます。輸入再開にあたっては、肥育農家経営安定対策、子牛生産基盤対策が必要と思います。

感染源の肉骨粉禁止後に生まれた牛のＢＳＥ発生の原因について説明して欲しかった。

大変勉強になりました。これからもリスクコミュニケーションを続けてください。

実施に当たり、完全な取り締まりをお願いする。

検査の検出限界についての詳細な説明が欲しかった。それをもとに、「全頭検査」についての議論をすればよかったのではないか。

①全体的には良かったと思いますが、意見交換会の時間をもっと取ってもらいたかった。私の知っている生産者の方も数名出席されていましたが、他の発言者の内容や勢いに圧倒さ
れて発言するタイミングを失っていたようであった。折角開催されたのだから、生産者の方へ発言の機会を与えてもらえれば良かった。②意見交換会の中でも発言がありましたが、国
は、ＢＳＥに関して本日提供されてたような資料を活用し（専門用語はできるだけ解説等を加え）平易にわかりやすく国民に説明や情報の発信をするべきだと思う。

本当に生活が大変な状況になってます。リスクコミュニケーションの場で、業界関係で出席している人は、同じ思いをもっていても、会社名を名乗るとなると、特定の企業への買い換え
運動を行っている消費者団体や生協の反発を恐れて発言を控えざるをえない環境にあります。本当に牛肉が危険と国が考えているのであれば、みんなアメリカからの牛肉輸入再開
をあきらめ、違う職業に行くでしょう（もし、国がその様に思っているなら、この国にはがっかりしますが）。アメリカ人は食べてるし、先日も、小泉首相も食べてた様に日本からの旅行者
は平気で食べてます。価格的にも、日本国にとっても、世界の畜産にとっても、早期再開はしないと、（再開意志があると思うので、）２～３年後に子牛価格の高騰から、世界的に大変
なロスが生産者には発生し、おかしな環境になります。肉自体の危険性が本当にわずかであるなら、本来のあるべき畜産の流れに早急にもどしてください。命をかけて、維新で鎖国を
くずしたのだから、再度鎖国にはしないでください。

①今回は（ＢＳＥ）対策に関するコミュニケーションでしたが、私たち消費者としては、もっと身近な問題を取り上げてほしい。又、同じ人が何回も質問意見を出すのでなく、多くの方の意
見を採り上げて欲しかった。②９月２日付の新聞に牛肉の偽装販売（京都の精肉店が開業以来４０年も原産地表示（近江牛）を偽装していたこと）が報道されています。消費者は表示
を信ずる外、見分ける手だてはありません。取締りをきびしくして頂きたい。又、牛肉の鮮度を薬剤で偽装されてもそれを見分ける手だてを知りたい。

私は「食べもの通信」という本の読者１３名で「健康クラブ」を２０年前に発足させ、食の安全について、日夜勉強している者で、今回の意見交換会には会の代表として非常な期待を
もって参加しました。ＢＳＥの話や、その対策についての講演は全員への現状報告に大変役立つもので、ありがとうございました。「全頭検査、危険部位除去」は絶対守ってほしいで
す。異常プリオンについては、科学的根拠に基づいて、国民の納得のいく形での月齢の線引きをお願いいたします。会場で問題にされませんでしたが、国は食料自給率４０％を少しで
も上げる努力をしてほしい。その為には国の畜産にもっと元気を与えてほしいです。（これは農業全体に言えることですが。）食料安全保障（食料安保）の観点からも非常に大事な事だ
と思います。（外国からいいなりにならないためにも！！）我々消費者は、少々高くても国産の安全な食品を買います。これは、国民の健康の為、又、国土保全の問題もからめて、国
民一人一人が自覚しなければならない事だと思います。色々な最新の情報を今後もお願いします。

ＢＳＥ検査、ＳＲＭ除去の現行での二本立て検査方法は、食肉の安心・安全のために絶対に必要なことだと思います。ＳＲＭ除去だけでも科学的な数字で、ｖＣＪＤにほとんど発病する
ことは無いと分かりますが、現代の科学でもってしても、ＢＳＥの全容は解明されていません。その事がクリアできるまで、ＢＳＥ検査は必要であると思います。

  アンケートにご協力いただき大変ありがとうございました。
　今回いただいたご意見は、担当者に伝えるとともに、今後の意見交換会の運営に役立てていきたいと思います。

　また、会議運営に関しましては、できるだけいろいろな立場の方の意見をお伺いしたいと思っております。皆様方からの積極的なご発言をお待ちしております。
　
　食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省では、互いに連携をしながら、食品の安全に関する意見交換会等を各地で開催しています。これらの情報については、各府省のHPでご覧いただけるとともに、
農林水産省のメールマガジン「食の安全・安心トピックス」(概要については、「http://www.maff.go.jp/www/press/cont/20040218press_1.htm」をご覧ください)で配信していますのでご利用ください。

（問い合わせ先）
農林水産省　消費・安全局消費者情報官付リスクコミュニケーション推進班　中山、渡邊、石井
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