
１０/５　「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
愛知県名古屋市

出席人数 113 有効回答 45
回答率 40%

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 38 0 7

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 19 1 9 5 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ＨＰ、
配布物

4農政事務所のＨ
Ｐ、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 21 0 6 3 2 2 10
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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 10 23 7 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 18 7 5 5 10

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 3 5 12 10 9

・資料が順序だてて作成されていた。

・重要な所ではしょるので分かりにくい。

・マイクによっては後ろの席にひびき過ぎて聞きとれなかった。

・資２の説明は、肝心の部分をはしょっている。

・２回目であったので内容はわかるけれども、実生活と結びつきにくい。
科学的なデータは裏付けにしかならないので。

・はっきりした解答になっていない。発音も不明瞭。

・ごまかされているとしか思えない。説明がそれている。

・口の中でモゴモゴ話される場面があった。。

・説明されていることはわかるが、わかることが理解できたことにならない。

・質問に対してまとはずれ。

・問題の力点がはっきりせず、わかりやすい点はなし。
とにかく問題の力点をしぼるべき。（リスク．0.004～0.009人）日本人総人口。
31億円では１人の命を救うのに3444億～7750億円かかる。

・あとで読んで分かる説明は時間の無駄。

・資料２の方がうまく時間が守れなかった。
実践のBSEの資料。BSE対策はとても興味がある内容でよかった。

・中途半端な場内議論は止めてください。

・質疑応答の際、説明が聞き取りにくかった。

・マイクの調子、エコーが入りききづらかった。
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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　 17 15 6 4

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 8 9 11 10 1 0 8 6

・参加者の方がこういう会になれていなく、追及的な口調で話されることは悲しい。

・意見交換で互いの立場や考えを知るのは大切である。今後も続けて欲し
い。
このような一般の声を盛り込んだ食品行政＝安心安全を重視して進めて欲

・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なかった。（２の反対）

・この意見会は結果どうなるのかと思った。

・少々以前からの行政の人のストレスが全面に出ていた。

・生産者の参加が少なかった。

・話し下手な参加者も意見が述べられるよう、途中で意見を紙面に記入し、回収し、その結果を議論のテーマにするetc（そうなると丸一日か
かってしまうけれど）などの方法はとれないでしょうか。今のままだと押しの強い方の意見ばかり聞くことになってしまいそうで・・・。

・広く市民は会議を知らず、特定の人しか参加していない。

・議事進行が非常にまずい。

・最後に姫田さんの発言により評価できません。
「一方的な、一部の人の」というのはおかしいのでは。
心というか開催側にはそうとしか聞こえていないのは残念です。
食肉の方の、消費者団体の方、一般の方とあったのでは。
声が多かったといえばやはり不安感不信感ではなかったでしょうか。

・広く消費者に知ってもらうには場所等が悪い。また一人当たりの時間が短
い。

・出席者に知識が正確に行き渡っているか疑問。自分の思い込みで発言している人が多くいる。

・参加者からの要望で開催回数を増加させたことは良いと思いますが、
参加者が同じ消費者団体ばかりのようですので残念です。

・告知の仕方がわかりにくく、時期も急。アリバイ的。
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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 15 13 9 12 10 13 2

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 23 19 15 2 5 23 11 20 15 5

・農業振興、自給率をあげる取組。

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）

・あわてずにもう少し時間をかけてやっていただけないか。

・コンセンサス会議を行ってほしい。

・科学者・専門家の話が聞きたい。

・かしこい消費者を育てるもの。
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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

・意見交換をしていても熱がはいって発言時間を過ぎると思いますが、頭ごなしに役人体質で止めるのは、時間がないなら余裕のある時間設定をするべきだし、意見交換のあり方・持ち方を考え
直したらどうでしょうか。消費者生産者の立場に立ったものにしてください。質問される相手を見ての対象や、顔に出る表情は見苦しいです。
・BSEの対策について、３年前よりかは変化がありましたが、現在、社会情勢に流されて本質がずれたと思います。
中間発表がすべてではないと思いますが、これから取り組むことをもっと明確にしていかなければならないし、やれないことはやれないなどのわかりやすい説明が必要なのではないでしょうか。
一部の人の意見ではなく幅広い方の参加、感心をもてるようにIT以外での情報伝達のあり方も考えてください。

・進行役の進行のしかたにあきれた。（前回名古屋も同様）
　（進行を無理に進めること・自分の意見を出しすぎ）
・HPの案内がわかりにくく、もう少し分かりやすい発表を！
・"粕略"の意味を調べて下さい。

・この運営を見ると、この会議の目的が良くわからない。

・先週も委員会主催のものに参加したが、参加者が少なく、参加者も一部の関心があるものに限られていたように感じた。一般の消費者に関心を持ってもらえるものとしてほしい。
・全国の開催地を回っている一部の消費者の方が中心となっているため毎回同じ内容となっています。他の方法で意見聴取等されていれば情報提供をお願いします。

・感情的な人ばっかりで大変でしょうが、お仕事がんばって下さい。

・論点がまとめて説明されていました。

・（意見）交換会はよろしいのですが、やはり結論が出ないので上部には反映しない気がします。やり方をもう一度考えてほしい。

・司会の進め方が高圧的で民主的ではなかった。答が中途半端。

・９月２７日も名古屋で開催されたので、もっと多くの都市でも行ってください。

・全頭検査をすることのメリットとデメリットを挙げるなど、具体的に比較する資料があればよかった。
色々な角度から両者を比較して検討して、一番良いところでおちついていればいいと思う。
ゼロリスクはない。ということをもっと周知徹底しないとあまり議論にならないのではないだろうか。

・消費者としては、全頭検査が外れると不安があり、牛肉は買えません！

・食料自給率を引き上げることは農水省も努力しているがアメリカ牛がBSE問題で輸入ストップになっていることは、結果として国内畜産農家（和牛）のメリットになっている（自給率が少しは上
がっている）
自給率を上げることはこれ以上農家をつぶさないことが最低条件と思う（最大の効果は輸入ストップである）。全頭検査という高いハードルをアメリカの要求で低くするということは許されない。

・合意形成をどう作っていくか、ということに着手しているそういう場に参加できてよかった。
日本も少し変わるかなと思いました。うんざりすることなく、今後も国民とむきあってください。

・初めての参加でとまどった。それぞれの立場の人が強い意見を交換されているが、基本は一つ、消費者の食品に対する安全のみと思った。
安全でないものは自然と消費者は買わなくなる。自分たちの安全は消費者たちで考えていきたい。

・消費者との一問一答では前に進まない。

・発言時間が制限されているにも拘らず、同じ人が三回も発言を許されたのは公正さに欠けます。

・消費者団体　全頭検査の盲目的信仰　３年間のデータは重要視できない。
　生産者　　　　当然の如く現行の販売価格を背景に全頭検査。
　行政　　　　    もっとデータ重視　US・BEEF再開。

・むずかしいと思いますが、客席に意見を述べることが出来る入力端末を置くなどのをすると、また違った展開になるのでは。
このようなリスクコミュニケーションについては運営に対する批判も多いと思いますが、ぜひこれからも続けていただきたいと思います。

・このごろの消費者は勉強しています。一部の専門家といわれる御用学者だけでなく、広く意見を収拾する会は必要であると思います。
業者．酪農家．消費者とも安心な食べものを望んでいます。そこをしっかり見すえて行政を担当していく方々に将来にも通用するものを目先の圧力に屈せずお願いしたい。

・いくら定性的に意見を取り上げるにしても、利益のからんだ業者さんに長く話させ、もしも報告が定量的なものを（反対意見が大多数）無視したものであれば・・・という危惧を抱いてしまった。
アメリカの問題だから・・・と誤った知識に対してそれをうやむやにするのはおかしいと思う。同じＢＳＥのことなので。

・米国牛肉の再開についてもう少し説明がほしかった。

・不信感は募るのみ。科学判断、事実を礎にするなら、飼料、SRMを100%徹底してからにしてほしい。全頭検査も国民の信頼の代償です。

・初めて参加しました。今まで何回も参加している方もいて、自分と知識がかなり違うことを感じました。
立場によって、また職業によって考え方や、感じ方がかなりちがうことがわかりました。このような機会は必要だと思います。安心、安全が第一だと思います。

・座席が余裕がなく座っていてきゅうくつでした。
・行政や食品関連団体や消費者も座ってわかる席の方がわかりやすいのではなかろうか。それぞれの立場によると思うが、その方が意見交換しやすいのではなかろうか。
・三重県の方は少なくてショックでした。地元松坂牛も有名ですし、行政・生産者etc呼びかけされたのでしょうか？
・主催者側パニックではなかったですか？

・今日の催しを一般紙にも知らせてほしい。
大多数は全頭見直し案に反対しているのに、米国の牛肉の早期再開について発言をうながす進め方はおかしい。
言い忘れましたが、EUは清浄国と認めていません。まだ40ヶ国は輸入を認めていません。

・行政の一方的　決められた方向ありきで進められている。消費者の安心、安全を求める意見に圧力をかけているように思う。折角日本が築いた全頭検査を今あえて見直す必要はない。
検査にお金がかかるというのは将来の不安を考えれば問題でない。参加者に多くの意見を聞かせていただくという姿勢がない。
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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

  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

・10/4農業新聞BSE検査牛２万頭は、ほとんどがヘタリ牛でOIEが検査を求める疑わしい牛は５７９頭だったと報道されています。
もしそれが事実なら、資料４のP８；・各国のBSE検査体制の米国は、健康牛２万頭ではなく、リスク牛中心に２万頭になるのでしょうか。

・９月１８日大阪で行われた食品安全委員会主催の意見交換会の場にも参加し、プリオン部会から中間報告をめぐって、マスコミ等で全頭検査の廃止などがとり沙汰され、
米国牛輸入解禁かと報道されてきたこともあり、輸入解禁になるのではといった不安を抱きながら参加したが、その不安は拭い去れませんでした。
　今回の３人の方々からの説明は、内容的に重複していたところもありましたが平易でまた断定的ではなく、あくまで中間報告をうけての、現状と問題点などが随分わかりやすい説明だったと思
います。
ここから日本政府としてどう考えていくのかといった点でのコミュニケーションの場であることも理解できました。（その通り素直に受け取るとして）
ただ一部の出席者と行政の方々との個別のやりとりになってしまった場面があり、参加者としてはもっと冷静になれないものかとかえって引いてしまうような気分になり残念に思います。
　わたしは生協の組合員ですが、全国の組合員と一緒に食品衛生法改正運動を進めていく中で、このBSE問題が持ち上がり結果的に「食品安全委員会」設置とつながり、
「これで日本の食生活安全行政第一歩が踏み出せた」と、これから委員会のあり方や進め方など注目していかなければと思っていました。
私たちにとって安全安心の要になるものだと思っています。
　今回の中間報告の「２０ヶ月齢以内のものについては検出が困難」ということから、現在の全頭検査がなくなったり、全頭検査がされていないものが輸入されたりすることがないように希望しま
す。
確かに現在の段階での検査制度では検出できないことから、行ってもあまり意味がないことだということはわかります。消費する立場において個体識別・トレーサビリティーなどやっと安心できる
システムが確立されつつある時に、不安になるようなことが持ち上がったという印象を持てばわたしたち消費者は又買い控えるしかありません。
そのような結果にならないように願っています。

・４日の議事運営で、参加者どうしの質問両論でお互いに意見を交わしたのは有意義だったと思います。
でも、一部業者団体の発言を一人の方に何度も許され、その発言内容の肩を持つような司会のやり方は納得できませんでした。
新聞紙上その他のニュースで、米国との交渉が進められている状況を知り、この意見交換会の果たす役割について、今後も注目していきたいと思います。
５日には薬害エイズ控訴終審の報道もありました。関係の方々が、目先の経済効率優先でなく、国家１００年の計にそった観点でこの問題への英断をされることを願っております。
全頭検査を継続することにどんなリスクがあるのか、まだ納得できないのです。

・事前意見について会場で答えてください。
・質問
①国内の血粉の規制、施行年月日を教えてください。
②と畜場のスタンガンの現況について何％行われているのか、又規制の内容は？
③０４．４．１４食品安全委員会で今後６０頭のBSEの可能性と公表しましたが今日の説明では５～３５頭になっています。９月の中間とりまとめで変更になったのですか＜会場内の質問の確認で
す＞
④現在のGM資料の品種を教えてください（認可済）
⑤9/27（名古屋）リスコミュニケーションのとりまとめは中間とりまとめ（２）－５「２０ヶ月齢以下のBSE感染牛を確認できなかったとは、今後我が国のBSE対策を検討する上で充分考慮入れるべき
事実」が、今日の10/5（名古屋）では「２０ヶ月齢以下の感染牛を現在の検査で発見することは困難であると考えられる。」と変更した理由を教えて下さい。

・牛トレ法が開始される２ヶ月前に、牛トレ法の担保とは何だったのかと考えさせられた。
消費者を名乗るなら、後ろを振り返って、本当にみんながそう思っているか、又、権利ばっかり主張しないで義務も果たすべきだと、1消費者として感じました。

・リスクコミュニケーションを行ったから、国民に説明は終了したと考えられるのは問題でないか。
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