
９/２２　「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
兵庫県神戸市

出席人数 174 有効回答 78
回答率 45%

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 52 0 26

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 20 1 17 29 10

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 39 4 6 6 8 10 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 34 37 6 2

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 25 30 21 4 7

政治的問題が絡んでいると思う。

スライドに写真があってわかりやすかった。

スクリーンの赤文字は後ろの方からは見えにくかった。

時間が少し足りない。

会場からの質問に対する答え方。

人によって聞きとりやすい人とそうでない人がいた。資料が沢山あり、一度に把握
出来ない。配布された資料は後日ゆっくり読めるのでありがたい。



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 2 5 6 21 10

科学的根拠の説明が不十分

質問に対して回答が不十分の場合もあったように感じる。

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　 47 25 5 0

行政の説明会にすぎないと思った。

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 27 39 23 9 5 2 12 5

ＢＳＥ問題前から食の安全について国民の理解を深めるための努力をすべきと思っていた。

発言時間が１人２分では短い。

省略していたので仕方がないとは思いますが、スライドと配付資料が違ったところ
が分かりづらかった

説明に添った資料作りをしてもらいたい。

現行の検査法の限界は良く理解出来たが、月齢に関係なく判定可能な検査方法
ができれば全頭検査をするのか。本日の説明からすると「する」となると思われた
が・・・。この点には意識的に避けられた気がしたのは私だけではないと思う。

質問について、適切な返答がなかったのが残念です。

具体例（と畜場の内容、飼料の入手法、生産など）を示した方が良い。

２０ヶ月以下を除外する理由がはっきりしなかった。

一部の消費者の意見について、良く理解されている方といない方が居るように思いました。様々なお考えの方がおられると実感しま

時間を短くして、ポイントのみ説明した方がわかりやすい。

一部の消費者を名乗る団体の発言は削ってほしい。



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 26 30 12 18 21 23 3

統計学的なアンケート調査

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 38 27 28 8 8 43 17 33 25 5

食品添加物

体内から排泄された医薬品による環境汚染。

ＧＭ遺伝子組み換え食品

遺伝子組み換え作物・食品、ＧＭ汚染種子による環境汚染。

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）

食品の安全を不特定多数に啓蒙する活動。



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

事前質問・意見を受けたものについては、ペーパー、もしくは会場での回答をまずして貰ってから質疑をしたほうが良いのではないか。事前質問を受けることが事前対策でしかな
かったのでは？

ＳＲＭの除去を徹底すれば、ＢＳＥの検査そのものは、疫学的学術的資料に必要なだけで、リスクに対しては必要ないのではないか。

消費者のＢＳＥに対してのアンケートを集約してほしい。

米国では月齢がわからないので、２０ヶ月の線引きは輸入再開条件としても現状では無意味。日本と同じトレーサビリティがアメリカでも確立されない限り、かつ２０ヶ月齢以上の牛
は全頭検査することを条件として希望する。

１．米国、英国の標準（２４～３０ヶ月）を参考に、早く輸入を再開して頂きたい。品不足で和牛が高騰して困っております。安定供給も大事だと思います。２．危険部位の除去が第一
で、検査が安全対策であるかのように勘違いしている。

質問が出たときに、その都度回答をしてもらう方がよかった。まとめての回答はわかりにくかった。

経済優先よりも国民の健康優先に。米国産牛肉輸入はくれぐれも慎重にしてください。国産牛が不足なら、オージー、ニュージーランド産等、安全度の高いモノの輸入をお願いしま
す。

国民の多く、消費者の大半はアメリカの外圧による見直しという印象を持っているのではないでしょうか（アメリカからの輸入禁止を決めたとき、日本の態度は全頭検査を求めるもの
でしたから、そう思うのは当然です）。ですから、アメリカからの輸入のために、２０ヶ月以下をＢＳＥ検査対象から外すと思っている以上、どれだけアメリカからの輸入について安全
性を担保出来るかは、国民の安全、信頼を大切にしているか、アメリカの外圧、関係、経済を重視しているのか、国民はしっかり見ています。

要望として、①発言に対する発言を場内にもとめてください。②すべて、主催者側でひきうけるのではなく、参加者に意見を求めることもリスコミとしては大切なことと思います。③同
じ人に発言を当てるのはいかがなものでしょうか。

他国の生産物によって、日本国民の生存権をゆだねるような事にならないようにしてほしい。

日米協議と平行して、見直しが行われる事については、アメリカの強い要請があると思わざるをえません。アメリカ牛の輸入再開が先にありきではなく、日本の国民の安全安心が先
行される対策がとれる事を優先してほしいと思います。２０ヶ月齢以下の検査について、検査出来る手法を追求すべきだと思います。

一部の自治体において、２１ヶ月齢以下のと畜牛についても、ＢＳＥ検査を継続して実施する方向性が示されている。必要な検査なのかどうか消費者に不安を与えることになり、ダ
ブルスタンダードになるので、全国一律の取り扱いになるよう厚生労働省でキチンと指導すべきと考えます。

本当の消費者とのリスクコミュニケーションを目指すのであれば、今回の手法は不適当だと思います。どう考えても「一般の消費者」ではなく、特殊な思想を持った特定の集団に所
属する特殊な人たちが、消費者の仮面をかぶって、あたかも消費者の意見を代表しているかのように発言していると思います。一般の消費者は、このような場にでてこない人たち
である以上、そのような消費者の声を吸収していく手法が必要だと思います。

２０ヶ月未満の若牛を流通させるわけにはいかない様であれば、２０ヶ月未満（未検査）のものと２０ヶ月以上（検査済み）のものを分けて流通させてほしい。もちろん、消費者が購入
するときに、２０ヶ月未満（未検査）、２０ヶ月以上（検査済）の表示をして、購入時に選べる様にしていただきたい。
検査レベルを下げるのではなく、少なくとも維持する方向でアメリカ牛の輸入は考えてください。健康に変わる幸せはないと思います。

こうした会に参加する人は基礎知識があるため、今回のような専門用語を使った説明で十分理解出来る。ただし、一般消費者にはかなり分かりにくいと思う。全ての人がある程度
わかるようにする工夫が必要である。

論点整理されながら進行されていたのでよかった。進行役がうまくリードをしていたので、出席者は良く理解することができた。質問への回答が的確であった。今までのリスコミで一
番良かったと思う。リスコミを進める中で理解を深めることができたと思います。

ＳＲＭ除去の継続で安心感はあるが、２０ヶ月齢以下に対する説明は、マスコミ等を通じてもっと広く説明する必要を感じる。早期米国産牛肉の輸入を期待しているが、このままでは
難しいように思える（米国サイドの問題から）。いずれにしても、消費者の非科学的かもしれない「安心感」をどうしていくか、どう与えていくかが課題だろう（時には非科学的な説明で
も良いのではないですか）。

先週の安全委員会のリスクコミュニケーションでは、ＢＳＥ検査の「２０ヶ月」がひとり歩きしない方向の中身だったと感じましたが、本日の厚生労働省の方針では、「２０ヶ月」に決まり
なのでしょうか。残念です。消費者が買うときには、牛の種類や月齢や検査済みなのか表示してくれるのでしょうか。そのためのトレーサビリティなのでしょうか。未解明な部分が多
ければ予防原則の立場をとるべきです。

説明の重複をさけていただければと思います。説明者間で調整してください。

全頭検査はあくまでも続けてほしい。それがあるから私達は安心して食せる訳です。国内が安全ということが確認されても、米国の実情は私達には分かりません。まず輸入再開と
いうことが先に立つようであれば、まったく論外です。２０ヶ月以下の若い牛を検査できる体制を急いで追求されることを望みます（アメリカでは開発されていると聞きます）。



司会者の言葉が多すぎる。質問内容を誘導するような言葉が多すぎた。

同じ人が何度も発言されたので、もっと多くの意見を聞く工夫をお願いします。

消費者代表の神経質な意見に終始した。

農協ではなく、生産者がいなかったが、周知はされているのか。自分も新聞で知っただけで、他から知らされてはいない。

同じ方の意見、発言が多かった。

空席が目立った。せっかくの機会なのに、議論の時間が少なかった。

意見交換の時間が短く、十分な議論ができていなかった。本気で消費者や関係者の声を拾い上げようとするならば、もっと時間を割いても良かったのではないか。

９／１４付けの文書でもって、本日の会議ではあまりに急な設定ではないか（文書が届いたのは９／１６である）。真面目に国民からも意見を聞こうという姿勢であったハズなのだか
ら、こんなことで開催の主旨を疑われたのでは惜しい気がする。

時間が短い

全国的に開催をしてほしい。開催会場の数が少なすぎる。

意見交換会の時、質問者を決めるにあたって、１本指で指してしまうときついイメージを与えてしまうので、５本の指で、手のひらを上に向けて示すようにしたら良いと思いました。



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

２０ヶ月齢以下の検査をやめたのは、検査限界以下の感染牛を見つけることができないからとのことですが、この事が今、問題となっている米国産牛肉の輸入を促進するためでは
ないかと消費者は一番不安に思っています。今まで通りＢＳＥの検査については、日本の厳しい検査を続けて頂き、米国に妥協しないでください。日本と同等の安全性は譲らないで
ください。

・これまでの死亡牛の対応に疑問を感じています。・２０ヶ月までの牛のＢＳＥ検査をしないのは、これからもうＢＳＥの牛を表に出さないように考えておられるのか。・原因の究明を早
くしてほしい（肉骨粉は２次的原因）。北海道で昔、ひつじの似たような病気があった。農林水産省に相談すると、土に埋めておいたらとの返事だったとか聞きました。

事前申し込みなしで出席したら用紙記入を求められた。しかし、記入のための机もなかった。念のため老眼なども準備しておくべき。

何度も意見交換をして頂いているのですが、出席者の募集がＨＰ上でしかされていなくて、さらにホームページのアップが遅いため、ほとんど一般消費者に情報を伝えられません。
開催日程も直前にしか発表されないため、日程調整が困難です。意見交換会は単なるガス抜きで、聞くだけ聞いたというパフォーマンスにしかなっていません。行政の取り組みに
不信をいだかせる元になっていると思います。また、報道関係者に対して、全般的に情報の公開が偏っている様に見受けられます。

・２０ヶ月以下の若齢牛が市場流通したのは、約４２万頭（３５０万頭×１２％）です。ＢＳＥの検査は検出限界以下です。よって、科学的見地から検査は無用と判断できるとのこと。当
該牛が２０ヶ月以下であるという根拠には「個体識別管理」の運用の定着があります。
・私は全頭検査が必要と考えます。科学的検証による「安全」だけでは市場は動きません。消費者の「安心」が伴ってこそ消費に結びつき、国内では生産者を支えることにつながり
ます。２０ヶ月以下の若齢牛が１２％も流通していたとのこと。内訳は和牛１％・ホルスタイン３０％・ホルス雄５０％という事実からは「全頭検査」が必須です。２０ヶ月以下の若齢牛を
検査しないとなればその先にはまた牛肉離れがやってきます。
・アメリカ産牛肉の輸入再開に向けては、日本の基準と同等とすると方針が出されています。条件に「全頭検査」は譲れません。また、２０ヶ月以下の若齢牛を対象から外せばより
安心につながると考えます。
・消費者（国民）が安心して買い物や外食ができるかにかかっています。飼育、加工、販売、利用のバランスがとれてこそ経済も成り立ちます。最後は利用する人の判断です。関わ
る人たちが安定的に収入を得られることが重要です。
・狭義のリスクコミュニケーションについては理解しました。しかし、アメリカ産牛肉の輸入再開という課題に向けては、日本とアメリカの牛肉市場の実態などの情報提供を行い、都道
府県単位の世論調査などを踏まえることが後悔しない手順と考えます。

最後の方で消費者団体の方が発言されたように、私も検査対象基準をゆるめるより、検査感度を上げる方向の努力がもっと必要ではないかと思います。これだけ科学技術の進歩
の早い昨今、それができないはずがないことは元臨床検査技師だった私も熟知しています。日本人の９３％がプリオンに感染しやすい遺伝子型をもっているとうことですから、当然
日本での基準は世界最高水準を維持すべきだと思います。この会の質疑のあり方として、広い分野の発言を求めようとする公平さは必要ですが、発言に対して主催者側が回答し
て、その回答が不満であっても時間的制約でそれに反論できないスタイルですから、一方的な主催者側の宣伝の場になっているような気がしました。

農林水産省の今後の対策について早急に改善を（遅すぎるのではないか）。飼料の小売店、農家への指導強化が必要。

  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。
　
　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
電話番号：０３－３５０２－８１１１（内線）３３３４，３３３５，３３３８　ＦＡＸ番号：０３－５５１２－２２９３


