
１０/１５　「高病原性鳥インフルエンザに関する意見交換会」　アンケート集計表

出席人数 176 有効回答 51
回答率 29%

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 42 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 7 5 22 3 13

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 33 8 4 3 0 2 3

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 22 24 4 1



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 28 11 10 3 3

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 0 3 16 10 9

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　 31 15 3 2

・時間が少ない。

・国としての基本的な方針が中途半端なため、生産者が消費者を無視した保身
のための政策を持っているのが現状。発生後の生産者の完全な保証などが具体
的に示されていない。※果たして、インフルエンザ菌を持った鶏からの卵やそのも
のの鶏肉を消費者は受け入れるのか、疑問である。

・感染ルート，原因についての研究、説明が足りない。

・全体的の構成の工夫が必要。
出席者の大半は"とり""卵"などの関係者なので、インフルエンザについての予備
知識は十分にあると思われるので今後の対策を重点的に説明してほしかった。
「とりインフルエンザとは」のところは居眠りしている人が多いように見受けられた
ので。

・もっと具体的に！検討をするという結びはなしにしてもらいたい。

・絵が見やすくなった。

・内容は以前から理解している。

・質問者のポイントが、行政対策の不十分さに集中しているが、であればテーブ
ルを囲んで話する方が聞く方も分かりやすい。こういう形式だと対立の構図にな
り、話がかえって分かりにくくなる。

・基本的な部分が統一されていない。

・技術的に不十分と考える。

・わかりやすくする様努力された結果、逆に本質的な問題が薄まって伝わったよう
にも思われます。

・質問に対する回答が聞き取りにくかった。

・新しい情報がない。



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 5 19 12 11 1 4 17 13

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 27 15 8 11 17 9 5

・ウイルスワクチンの問題になかなか入らなかった。

・消費者サイドの意見が少なかった。養鶏の現場の情報が少ない。

・生産者は別にしないと同じ話ばかり。

・生産者の方の、協力して病気を防ごうとする姿はかけらもなく、とても残念であり、がっかりした。

・議論のやり取りがもっとできるようにすべき。人数が多すぎるので、１往復の話しが１つも出来ない。

・行政と現場のずれを強く感じた。

・担当の皆さんの熱意は充分に伝わってきます。自治体でもやっていない会合にこれからも期待をよせています。
自治体関係者の発言がないのは残念です。たまには意見を促してください。

・鳥インフルエンザの再発防止への取り組みに対する徹底的なものが不足。

・議論の焦点をしぼるのはむずかしいと感じられた。

・質問に答えていない。答えられる人がいないのはおかしい。

・もっとリスクについて具体的に、明確に証明すべき。

・業者ばかりが発言。

・一般消費者向けの安全・安心のＰＲ活動（ホームページでは不十分）

・特定のエリアの参加者に限定した意見交換会，もしくは、意見交換会を２部構成にする。（例えば消費者のみ・生
産者のみ）

・特定出産者団体の主張が一方的で、ただワクチンを使いたいというご主張の理由の理由が良くわからなかった。出産者なのかワ
クチン業者なのか？

・特に生産者団体の主張が一方的で、ただワクチンを使いたいというご主張の理由が良くわからなかった。

・両者（生産者・農水省）の意見の差がいつまでたっても埋まらないままに時間がどんどん過ぎてゆく。



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 16 20 14 2 1 36 19 20 16 0

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

・意見交換会については全体会議を実施し、その後消費者側・生産者側に分けて交換会を実施するべきと感じた。

・行政・専門家と生産者　両者の話を聞いていると、どうも生産者側の話が科学的でない気がしました。行政は生産者に対して意思の疎通が必要です。

・意見交換会でございますので、行政の担当者と出席者との意見交換にとまらず、出席者どうしの意見交換会もさせてみてはいかがでございましょうか。
出席者と行政との対立が強調される（前面に出る）ばかりですとよろしくない様に存じます。出席者の間に色々な意見があることを世間に理解させる事も必要ではないかと存じま
す。
又その為には事前の意見収集などのご準備も必要ではないかと存じます。

・生産者サイドの発言が多すぎて、公平な発言を考えにくいと思われる。

・生産者の「ワクチンを打ってなぜ悪いか」について、行政は具体的な「リスク」を示すべきであった。他農的への感染のリスク、防疫のためのコストをはっきり言うべきである。

・生産者の方々が一方的に意見を言っているように感じられた。意見交換会でなく、感情的になっていて聞いているこちらも冷静になれない点。

・ワクチン使用に際し、ウイルスとの共生を認めるかどうかの議論がなく、討論がややかみ合わなかった。

・処理場、ＧＰセンターの保障体制が気になった。経済ベースでの行政からの意見にあると良いと思った。国民への教育の必要性を感じた（風評被害防止）

・国は国民のためにある。国民が主体で国がある。したがって行政としての責任と姿勢と行政、司法、能力の向上を現場を認知して対応をお願いしていただきたい。もし現在充
分やっているとの認識だとすれば、国民は納税に疑問を持つ。大いにがんばってください。お願いします。「天然痘」を完伏してきた人類です。地球上の動物は移動しておりま
す。「ウィルス」と「ワクチン」の問題はいたちごっこの例が多いですが、1日としてならず。がんばってください。

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）

・最近、リスクコミュニケーションとして意見交換会が各テーマで多数開催されているが、行政サイドは何回開催したかという実績作りが第１目的であるように最近感じられる。国
民に対して意見を聞く目的である意見が、どのように施策に反映されたのかが全くみえてこない。この点を明確に示すようにしなければ、結局、形式的な試みとして意味ない税
金を使っているだけのものと位置づけられるだけとなる。

・養鶏協会関係者の自主努力が足りず、単に国への支援を求める発言が目立っており、もっと前向きな会議にして欲しい。発言者の８０％は養鶏協会関係者であり、常にオープ
ンな会合を持っていれば違った方向になるのではないか。

・立場別（生産者・加工者・処理者・流通・販売・消費者・マスコミ・行政）とある程度の意見交換会を少人数で実施した上で、方針等を決定してはどうか。

・飼養（死亡）報告"５２条"の報告義務に関して、各県（各家畜保健所）の取り組みがまちまちであり、全国統一を徹底してほしい。
早期発見・早期撲滅がまん延防止の基本であります。養鶏所の報告（管理）が大変重要である。

・ＨＰＡＩ対策には可能な限り多くの対策を「発生」前から実施しておくことが必要である。特に、養鶏密集地帯や大規模農場では、山間へき地への孤立した農場と同一の対策では
あまりに現実とかけ離れている。（リスク評価が全く行われていない）
バイオセキュリティの強化は当然のことであり、大部分の農場で実施していると考えられるが、完璧はあり得ない。隙をついて侵入してくるウイルスであっても無防備なままでは
発病を待つだけである。
　例えば、浅田農産の鶏が免疫されていたならば、絶対に発病はなかったであろう。
勿論、高田ブロイラーへもカラスへも拡がることはなかったであろう。浅田農産で最初に発病した鶏が取り込んだウイルス量は極めて少量であったことは間違いない。
この程度のウイルス量であれば、完全に感染（発病とウイルス排泄）を防御できることは最近のデータから容易に推測できる。（今のうちに出来るだけ多くの鶏を免疫しておくこと
により、「発生」を阻止できる。発生後のコントロールが出来なくなってから、ワクチンによりコントロールしようとしても、大変手間と金、多くの鶏の犠牲を強いる上に、ワクチンの効
果も充分に得ることが出来ない。このことは昭和４０年代初期のＮＤでイヤというほど経験している筈である。）
　また、ブロイラーは接種しないのでマダラ模様になるというが、浅田農産の例でも示されているように、採卵鶏が先に感染する場合もある。さらに、感受性動物が少ないほど、
流行は収まりやすいことは常識である。
さらに、ワクチンの使用にあたっては、バイオセキュリティの強化と家保の監視が伴うことは当然である。（無秩序な使用は誰も考えていない。）
　最後に、去る８月２５日に千葉県のＡＩ対策にパンフレットを作成して配っているといっていたが、パンフレットを配っているだけで養鶏家を啓蒙しているという姿勢も産業の不安
とは対照的である。
この説明会の中では、京都府の例と同じ羽数の採卵鶏とブロイラー鶏がＡＩと同定上のシュミレーションが公開された。このような説明会では「発生」するのを腕を撫してまってい
るような印象をうけた。
また、養鶏家が最も心配している北総地区の養鶏密集地帯で発生した場合の想定は全くされていない（小生が指摘）。
　何かおかしいのではないですか？

・ＢＳＥとは違い、ある程度話はわかりましたが（消費者の主張ばかりでなく）逆に生産者のワクチン議論のみで残念。

・生産者と消費者は別々に開催すべき。立場の違いがある。



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

・質問者の質問を聞こうという姿勢に、好感が持てた。農水省の聞く耳を持つ姿勢は、評価できると思う。

・質問1つに1回の回答の方が聞いている方もわかりやすい。

・マイク係は前と後ろにいたらどうか。

・終了時刻はほぼ守って欲しい。次へのステップがあるので。

・意見交換会でなくても、直接電話で問い合わせればよいことでも発言するのをやめさせるべき。

・司会は行政の方がやらない方がよいのではないか。

・何かが決められていて、セレモニーとしての意見交換会だったという印象を持った。

・生産者の認識の醸成を図る必要性が感じられた。

・行政と生産者のギャップがありすぎる。

・モデル（さまざまな分野）を作り、事例研究をしてみてはどうか。

・主催者は生産者からのワクチンに関する質問をさせないようにしていて、中立の立場で聞いても奇異な感じがした。

・立場とは無関係に出席者として、質問・意見の対応が不十分。

・衛生管理だけで防疫可能か不安が増した。

・質問内容を繰り返す等、質問者側のききたいことをよく整理してからパネラーに答えを聞く方法をしっかりとれば、さらに良かったと思う。

・理想と現実をもっと近づける努力が必要。

・定期的に開催してほしい。

・質問は一個ずつ答えて！一度に三つ四つ質問した後に解答されてもあやふやになっている！

・行政側の説明の時間を短くして（ポイントをしぼる）意見発表を３分にしてはどうか。始終チャイムがなるのは気になる。

・最初に挨拶した人は、今後、意見交換会などには出席させない方がよい。態度は不遜で、見た目が偉そうな感じがにじみ出ている。挨拶が出席者にきこえているかどうかも気
にせず、出席者から指摘されても誤りもしない。農水省にとって、国民とのコミュニケーションを図ることが本当に必要であれば、デメリットのみでメリットはなく、考えた方がよい。

②生産者ならびに生産者団体の方々のご発言について。「防疫対策を充分にすることはとても不可能である」と主張される生産者の方が「ワクチン対策への対応なら完璧をきせ
る」といわれる根拠があいまいでよく理解できません。発生した場合の報告義務についても「充分な保証がないから通報できないのだ、報告すれば企業として倒産してしまうか
ら」と言われています。仮にワクチンの使用が認められた場合、感染してもなまじ発病しないで元気なため、これ幸いと感染している鳥を出荷してしまうことはないのでしょうか。
浅田農産さんの例を見てもまた、前回３月及び今回の意見交換会における生産者の方々のご主張を伺えば伺うほどそうした危惧が消えません。非常に危険なことだと思います
が、そうしたことが絶対に起こりえない体制を整えることが可能でしょうか。ワクチンの使用をご主張される以上、生産者団体として上記のような不祥事が絶対起こらないための
保障措置、ならびに万一発生した場合の損害補償対策等を具体的に提示される必要があると存じます。ＯＩＥの小澤先生の「どういう条件でその使用を認めるかが重要である」と
のご発言にはこうしたことが当然含まれているものと理解されますが、いかがでしょうか。生産者の方のご発言で「ネズミ、ゴキブリ、ハエなどの進入防止対策だけでは防ぎきれ
ない」とのことでしたが、逆に考えれば、養鶏場の現状では、ウィルス感染が内部で発生した場合、外部への拡散を防ぐことも出来ないということで、ゆゆしき大事と言わざるを得
ません。ワクチンの使用により発症が不明確となり、感染の事実の発見と緊急対策の発動まで時間がかかるようになること、つまりウィルスの汚染期間が長くなること、を考えま
すと、人が故意または過失により保菌鶏を外部に移動する可能性の高さとあわせて、こうしたコントロール外生物による汚染の拡大をいかに防ぐのか、具体的対策を事前に充
分とることが必要不可欠になることと思われますが、生産者ならびに行政として万全をきすことが果たして可能でしょうか。前回３月の赤坂における意見交換会では、ワクチン接
種の如何を問わず、感染した鳥は全て殺処分とされる旨ご説明がありましたが、今回そのご説明はありませんでした。ご方針に変更がありましたのでしょうか。もしそうならその
理由のご説明があればよかったと存じます。

・①農水省の最初に挨拶した人は言葉は低く、口も開かず、力もなく、何を話にしているのかさっぱりきこえなかった。消費者情報官は大きな声、分かりやすい言葉、説明の明確
さにおいて、気持ちよく耳にすることが出来た。遅刻した人もいた。②生産者はあらかじめ勉強不足の点もあるが、生活がかかっているので直に聞きたいことがたくさんあって、す
ぐ生活の中にとりいれたいことばかり聞きたかったと思う。行政は頭だけで論ずるのではなく、生活者の中に入っていって現場を見て指導して欲しいと思う。③識者の人全部の
人に少しずつ話して欲しかった。ワクチンについては河岡氏の言葉で、ワクチンをすること、１人の生産者を救うことのみではなく、日本全体のニワトリのことを考えて話している
のがよく分かった。それでも、１人の生産者がニワトリを抱えてインフルエンザでだめになっていった時、どうやって生活を立て直したらいいのかも、別の（ワクチン以外に何か）方
法も考えてみてほしいです。④ただ生活の場で千枝もなく、お母さん同士で話しているのとは違って、識者の方々も一生懸命研究したり、日本の国のことをよく考えて（全体という
こと）いることが分かって良かった。

・①ＯＩＥの小澤先生のご発言について。以前ＮＨＫの日曜討論にご出席の当時、大手食品流通業界の代表の方が香港の例を持ち出してワクチン使用の必要性を主張されたの
に対し、極めて明確に「使用には極めて慎重であるべきである旨述べられ、その使用に否定的であられた様に存じます。今回のご発言では、基本的にワクチン使用を推奨される
内容のご発言をしておられました。１８０度ご出張の内容が変わられた理由がどこにあるのか知りたいと存じます。「良いワクチンは既に世界中にある」とのご発言がありました
が、「良いワクチン」とは具体的に何を基準にして良いと言われるのか、はっきりとしたご説明なしに単に「良い」と言われますと、基本的な知識を欠く素人集団である世間は誤解
をする危険があります。「先進国で使用するには問題ないが、無条件で後進国で使用すると大変なことになる」とのご主旨でしたが、使用の仕方によっては大変な事になるもの
は決して良いものだとはいえないと思いますがいかがなものでしょうか。生産者の方のご主張を伺う限り、とても先進国とはいえないようにも危惧されるところです。「インフルエン
ザウィルスはどの国にも常在している」とのご発言は、清浄国とされることに意味はない、つまり仮にワクチンの使用によって汚染国扱いとなっても大勢に影響がないからワクチ
ン使用を認めなさいとの伏線で言われたようにも思われますが、その場合現実に死亡者の出ているベトナム、タイを含む現在進行形で高病原性鳥インフルエンザが発生してい
る国からの鳥の輸入を自由化せよといわれることと同様に受け取られますが、仮に違うとすればその線引きをどのようにお考えなのでしょうか。



  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

　仮に従来のご方針に変更がないとすると、ワクチン接種の如何を問わず感染したら農場の鳥は全て殺処分ということになりますと、生産者のお立場で考えた場合、諸々の対策
費用を含むワクチンの費用をかけるだけかえって大きな金銭的損失となるように思うのですが、それでもワクチン接種の必要性を主張される理由がよく理解できません。仮にワ
クチンの使用が認められた場合、我が国は非清浄国となることと思われますが、その場合、被汚染国からの輸入を現在のように止めることは出来るのでしょうか。相手国から
「目糞、鼻糞を笑うようだ」と言われませんでしょうか。万一その輸入を拒絶できない場合、ウィルス汚染拡大の危険がさらに拡大することとあわせ、食の安全と安心という最大の
非関税障壁により我が国畜産業界を守ることが出来ないばかりか、先進国中最低の食料自給率改善の道がさらに遠のくとともに、一番肝心な「国民の安全と安心」を危険にさら
すことになりはしないでしょうか。こういってしまっては大変失礼なように存じますが、生産者の方々は目先の利害に目を奪われ、中長期の利益の追求を忘れてしまっているので
はないでしょうか。ワクチン業者を短期的に喜ばすだけのような事態にならなければよろしいのですが、ワクチン業界にとっても我が国養鶏業界の真の繁栄なしその繁栄はない
わけで、基本はあくまでも我が国畜産業界繁栄のためにはどうすることが一番よいのか、ということだと存じます。その視点さえ一貫できればおのずと結論はまとまって参ること
と存じます。

・①種の壁があるので、鳥インフルエンザは人に感染しないというお話でございました。レセプターの形が生物によって異なるためとのお話でございましたが、レセプターが異な
ればどんなに濃密な感染でも発病しないように素人は思うのですが、現実には死亡者が多数発生しています。また、猫でも発病するとのお話もございました。そのあたりのご説
明が不足していたように思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②鳥インフルエンザのウィルスは酸に弱いので、人が食べた場合、胃酸で不活化されてしまい、心配ありませ
ん、とのご説明でございましたが、猫、鳥などの胃酸は弱いのでしょうか。その点ご説明があればよろしかったと思います。

・移動禁止区域内の食鳥処理場とふ卵場業務を行う種鶏場等の施設は閉鎖するとなっていますが、その場合、国または県は閉鎖された食鳥処理場とふ卵場の被害額の一部を
補償すべきと思います。農林水産省所管分野の鶏卵と肉用鶏が補償範囲であり、厚生労働省分野の鶏肉処理場はどうなっているのでしょうか？失業問題、他、多くの解決すべ
き点を検討されるべきと思いますが。

　最後になりましたが、今回のような意見交換会は情報開示の時代、それなりに有意義なものであると存じます。ただし、何が国益にかなうのか最終的に判断をされ具体的施策
を実施されるのは、あくまでも農林水産省のご担当部署であると存じます。民間からいかなる意見、圧力が出ようとも、迷われることなく最終的結論を出され、厳然として実行され
ることこそ本当の意味で国民の付託にお応えになる道であろうかと存じます。左様なことは全くあり得ないことと存じますが、意見交換会の開催のような試みが一種責任逃れの
免罪符のように受け取られる危惧がございます。中央官庁としての重みを感じさせることは、今時時代遅れと言われるかもしれませんが、非常事態に際して国民の不安をしず
め、物心両面で国民の受ける被害を極小化するゆえんであろうかと存じます。国民多数に分かりやすく、優しく接することに意を注がれるあまり中央官庁の威信が弱められるこ
とのありませんよう願ってやみません。今後ますますその重要性の高まるお立場であろうかと存じます。ますますのご活躍を裏心よりお祈り申し上げます。文中失礼の段、平にご
海容くださいますようお願い申し上げます。

・意見交換会に参加し、各種情報を頂き感謝致します。私は生産者企業として参加致しましたが、討議の内容を聞いておりまして生産者側の貴省に対しての取組が対決的であ
り、双方が充分な話し合いをして解決していこうという姿勢が見られず、このままの状況が継続していくのは大変不幸になる印象です。これは生産者側発言者が全て役員であ
り、対決する方向で事前打ち合わせをしていたのではないかと思われるほどであり、この局面を変えていくことが重要ではないでしょうか。貴省は人事異動があり、新しい発想で
の取組が行われているが、協会側役員は１０年１日のごとくで行っているので、協会役員の一新していくことが重要と思います。新たなる取り組みをすることが相互理解に不可欠
であり、事態が悪くなる前に改革すべきと思います。


