
３/１９　食品に関するリスクコミュニケーション－鳥インフルエンザワクチンに関する意見交換会－」　アンケート集計表（合計）

参加人数 116 有効回答 66
回答率 57%

問１あなたは意見交換会参加者ですか。傍聴者ですか。

1会議参加者 2傍聴者

問１ 2 66

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マスコミ関係
者

5地方公共団体
職員

６その他

問２ 12 8 11 6 4 19

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関係省庁のＨ
Ｐ、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Ｈ
Ｐ、配布物

６新聞、雑誌
等

７その他

問３ 45 10 4 2 5 1 6

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 41 25 3 0

言い分、内容の正しさのいかんを問わず、各々の立場の方々の言いたいこと、考えていることを考えるよい機会であったと思う。



追加問４－１　説明がわかりやすかったのはなぜですか。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説明が明瞭
で、的確だっ
た

3適切な説明時
間が確保され
ていた

4その他

問４－１ 51 27 11 4

ワクチンの使い方（一般的なではなく、もし我が国で使用するとしたらという意味で）がある程度今すぐに使わせてほしいとしてきた生産者に理解されたのではないか？

鶏病対策に日常的に関わり、専門知識を有するので説明はわかった。

内容が本当か分りませんが、資料の説明は明瞭でした。

マルチプロジェクターの活用。

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

1説明内容が専
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 1 18 5 9

委員の発言方法・内容が明確でない。

何をいわんとしているのか分かりにくかった。

学識者の説明が問に対してズレている。

厚生労働省の説明がなかった。

議論の全体像の整理があらかじめあると良い。

絵に少し意図的なものを感じる。

資料がかたよっていると思われます。

資料2・2～7

資料2

そ
の
他

そ
の
他



問５　今回の意見交換会は、立場の異なる方々に意見交換していただくことが目的のひとつですが、どんな意見が印象に残りましたか。またその理由もお書き下さい。

（１．その意見に共感したため　２．その意見に反対だったため　３．その意見で新たに知ることができたため　４．その他）

理由 発言者

共感した 消費者

共感した 消費者

共感した 消費者

共感した 生産者

共感した 生産者

共感した 生産者

共感した 生産者

共感した 生産者

共感した 生産者

共感した 生産者

共感した 生産者

共感した 生産者

共感した 生産者

共感した 学識経験者

共感した 学識経験者

共感した 学識経験者

共感した 学識経験者

意見

風評被害について、１億分の１でも危険性があれば起こりうる。事実を伝え続けることしか対策はない。

（どのような意見か記載なし）

（どのような意見か記載なし）

（どのような意見か記載なし）

モデル化して考える。

良いワクチンはやるべし。日本では発生から４ヶ月になります。動衛研はワクチン開発をやっているのか。
早くやって欲しい。

生産者補償の充実を求める。

生産者と行政、学識経験者で現状認識に隔たりがあること。発生農場の補償の問題。

経営に関する内容。

もっと現状認識をしてほしいという意見。

消費者が鶏の生産物に対して不審の念を持ったのは、京都の発生事例の際の生産者の対応ぶりを見たとき。
全国的に鶏生産物の消費が下がったのはそのためである。

農水のマスコミ対応をきちんとすること。自給率を考える。

畜産業の今後についても話し合っていくべき。

生産者の意見。

発生した時の補償問題＝早期発見。

経営に対する不安、補償問題。

食に対して安全なワクチンなら使う。モニタリング等国はやるべきことをやる。



共感した 行政（学識経験者）

共感した

反対する 生産者

反対する 生産者

反対する 生産者

反対する 行政（学識経験者）

反対する

反対する

反対する

新たに知った 生産者

新たに知った 生産者

新たに知った 生産者

新たに知った 生産者

新たに知った 生産者

新たに知った 学識経験者

新たに知った 学識経験者

新たに知った 学識経験者

新たに知った 学識経験者

新たに知った 行政（学識経験者）

切実な実情。まじめな生産者の意見が伝わりにくいことが理解できた。

生産者の意見を聞くことはあっても耳は横を向いている。

今回のテーマでは、消費者は意見を言えないと思う。やはり、生産者の補償制度の確立が大切であること、
行政（農水省）はスライド説明の話ではなく、ワクチンをやったとき、やらなかった場合等のことをモデル
化し、シミュレーション化したものの「たたき台」があればもっと深められると思う。特に業者達はこの部
分に欠けている。（研究者はいるが実際にＡＩを防圧した者は日本にはいない。ＯＩＥの学者に最も学ぶべ
き！！）

業者の経済的、自己中心的な意見が目立つ。

生産行為の責任の重さよりも経済優先との印象を受けた。生産した食料の消費が”人”である視点がやや希
薄に思えました。多分これまでの行政と生産者の関係が、このような結果を生むのでは？と思えました。

予防としてのワクチン使用を考える。（但し補償が現状のままであれば心情的に反対できない）

経済についてのみに聞こえた。

生産者の方は消費者の事を考えていない。

ワクチンは感染を防げないことを主張していたが、ワクチンの効果は取り込みウィルス量により大きく変動
することを無視して、既存の報告データを一方的に説明している。野外では、攻撃試験のような多量のウィ
ルスが一度にとり込まれることはないので、実験室内のデータよりはるかに良い効果が期待できる。すなわ
ち、流行を抑えることができる。大流行になってからの接種では不活化ワクチンは効かないことは、昭和41
～42年のＮＤの大流行でイヤという程体験している。

備蓄ワクチンを使う場合の条件を開示して説明されたこと。

安全委員会の苦労。（情報提供の仕方）

我々消費者サイドと感覚がまるで違う。業者の対策とか救済は、衛生処理が終わってからと考える。対立し
ているので非常に問題がよく判った。

生産者の方の意見を聞く機会がほとんどないため、生産者の方々の現状や思いを知ることができてとても勉
強になりました。

経営を守るためにワクチン使用を要望する。鶏が鳥インフルエンザにかかれば即倒産してしまう。

ワクチンを接種した個体が市場に出る時は、接種した鶏であることを表示してほしいと思いました。今日参
加して、ワクチンを接種した鶏を元気であっても処理することがわかりました。

インフルエンザウィルスの伝播とワクチンの関係について。

鳥インフルエンザは人の問題にも関わること。

聞きとり難かったが、トクトクと話されていたので判った。焼却炉の話は特に印象的だった。

（どのような意見か記載なし）



新たに知った

新たに知った

新たに知った

新たに知った

その他 生産者

その他

その他

消費者

消費者

生産者

学識経験者

行政（学識経験者）

ワクチンをどの状況で使用するかについて、補てんの金額について。

ワクチンには完全なものとそうでないものの２種類あること。

食品安全委員会、見上委員の説明は専門家としての意見、説明であり大変参考になった。

生産者の今回の問題に対する考え方と行政・学識者との温度差がかなりあるように感じた。

（どのような意見か記載なし）

（どのような意見か記載なし）

消費者団体は、行政の情報も生産者の現状も持ち合わせていないと感じます。だから発言ができないので
す。

消費者団体の委員としての参加は不要だった。傍聴の形での参加を積極的に行った方がよかった。

明確な意見が聞けなかったのが残念。立場を明らかにしている消費者団体の方を発言者に選ぶべきだと思い
ます。

生産者の意見がワクチン使用推進派だったが、本当にすべての生産者がその意見なのか疑問に思った。

モデル化の話はとても興味があった。

ベトナムの例を取り上げ、トリ型がヒト型に化けて死に至らしめたものと考え、ゆきすぎた不安を与える
な。本質的にはトリ型で感染のチャンス、環境、感染量、生活上の衛生条件などが関連して、ヒトの発症を
招くもの。かの国（他の汎アジア諸国も同じだが）と日本とは条件が異なるので、今すぐ日本で同じことは
起こりにくい。（私は起こらないと考える）

この問題は、農林水産省の枠ではなく、多くの省庁に関与している物。行政サイドも特別委員会をもち、決
定権をもった部署を作るべきと考えた。

国家防疫として清浄化を目指すのであれば、ワクチンは特別な場合を除いて使用すべきではない。ワクチン
の使用は諸外国から、日本は汚染国だとみなされる危険性がある。

自分の立場を弁解する発言ばかりで日本の国民のための発言が無い。生産者も自分が困ることばかり語って
いる。発言者が誰かうしろに座っていたので何も判らなかった。そのため、この問には一般的な答しか出せ
ない。消費者代表に「自分が勉強したいと思って出席した」など言う消費者代表を選んではいけない。

鳥がかわいそう。生産者が破産しませんように。自殺されて気の毒。消費者の食糧の確保。ますますの研究
を期待します。



問６　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６　 54 12 1 0

反対意見側にも素人（生産者、消費者）以外に専門家も加えるべき。

やらないよりもよいというわけではないが、段々良くなると思うから。

問７　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。あてはまるものはすべてご回答下さい。（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、不十分
だった（時間
的）

５意見交換と
して、不十分
だった（内容
的）

５意見交換と
して、不十分
だった（両
方）

６その他

問７ 18 24 33 5 0 0 0 7

ワクチンの安全性というテーマから、生産者の経営の問題にまで話が広がったのは、議論すべき課題をあいまいにしたと思います。

もっと産官学で話し合うべきと感じた。官学だけ産官だけでの話ではダメと感じた。

具体的な施策が不明確。予防に対する実施要項を早く示すべき。

業者の考え方がわかった。

行政のみならず、研究者も遠慮しすぎていた。

行政も大変だと思った。

今回のような意見交換会を各地方でも実施していただきたい。

マイクの感度が悪い、声が小さい、聞きとりにくかった。

傍聴者からの意見を出す時間が短すぎる。

ご存じとは思うが、ＷＨＯ／ＯＩＥのアジアＡＩ緊急会議の勧告でも、最初に「ＡＩに関するすべての情報の開示と教育、訓練を実施」を揚げている。とかくワクチンを
入れたい、使いたいという側の何も知らないユーザー（養鶏生産者）に対する働きかけの強さ、それらの人たちと経済的な因果関係にある業界メディアのとりあげによっ
て、アジア会議は「ＯＩＥがこれまでのＨ５、Ｈ７に対する態度を変え、ワクチンに切り替えた」とＰＲされている。意見交換を含む教育、訓練の大切さを指摘したこと
が知られていない。

行政の気持ちはよく判るがもっと一般消費者の気持ちになった会が必要と思う。発言者が自分の仕事に責任を持つこと。発言者は皆にしっかり聞こえるように注意して発
言しないといけない、これを司会者はいつも注意しないといけない。

そ
の
他



問８　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今回のような
少人数の参加
者すべてが発
言する座談会
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８ 17 28 28 15 17 13 3

産官学でまとめて消費者にしっかりＰＲする。意見を聞く。

食品を生産する人、消費する人、管理する人（行政）が実態をふまえてもっと討議し、スピードよく行動する部分、じっくり検討する部分を踏まえるべきと考えます。

そ
の
他

発言者をスタート時に限定して考えているから一般消費者からすれば役に立たない会になってしまう。学者のむづかしい意見はいらない。生産者の自己のための発言もい
らない。生産者の早い報告＝（早い発見だけでは駄目）行政の早い対応　これをどうやるのかが必要。このために今どんなことを考えているかを消費者は知りたいので
す。

私のＡＩおよびワクチンに関する考えは、あらゆる機会に明らかにしているが、今後も、現在、世界中で起こっているＡＩをはじめとする鶏病の我が国に与える影響を幅
広く調べ、自分が鶏を飼う立場であったならばという視点に立った考えを明らかにし、発言していきたいと思っている。その意味で、今回のような意見交換会をＡＩにつ
いてももっと多く開き、できれば養鶏主産地でも開催し、今回「傍聴者」とした人を「参加者」と考え、生の意見を多く聞けることを望む。



1残留農薬 2動物用抗菌性
物質（いわゆ
る抗菌性物
質）

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ホルマリン ７家畜の病気 ８有害微生物
（病原性大腸
菌、サルモネ
ラ菌等）

９食品表示 １０トレー
サビリティ

１１その
他

問９ 20 26 12 5 9 0 11 18 27 20 6

安心食品とは？

食の安全・加工輸入品の食材の安全性について

輸入食品

感染症

豚コレラ、ノロウィルス

そ
の
他

問９　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）

バイオセキュリティ、衛生管理。今回のＡＩの発生を機に、これまでの形だけのやり方でよいのか、どのようにすべきかを、ホルマリン問題も含めて検討すべきと考える。



問１０　会の運営等、何かお気づきの点や感じたことがありましたら、ご記入ください。

もっと広い場所がとれなかったか。

今回は業界が積極的に発言され、よかったと思う。

学者は養鶏の実態を知らないままの意見であるように推察される。

農林水産省の小委員会からの事業者が参加すべきなのではないか。

生産者はワクチンの接種を要望している様に感じてしまうが、実は、採卵農家と肉鶏農家で考え方が異なっている。消費者の立場ではワクチンは使うべきではないと考えます。

”ワクチンを打たれた鶏の肉や卵を食べて人に影響がない”というところ（理由）をもう少し長時間説明していただきたかった。

メインテーブルを中心にしてほしい。後席では聴くだけで意見交換者の顔の表情もみえない。

リスクコミュニケーションは１日でできる事ではありません。１歩ずつ着実に行なっていく必要があると思います。時間はかかるかもしれませんが、今後もこのような会を続けて下さい。

参加者の発言がわかるよう、進行係の方で配慮されたい。参加者の顔が見えるような会場設定を配慮されたい。進行係は主催側の食安全委員かあるいは公平的立場にある人に依頼するべき。
（農水省では片より感がある）

最初の１時間程は、ほとんど音声が聞き取れませんでした。途中、室内の音声を調整して、多少は聞きやすくなりましたが。スピーカーを最低２つでも設置してもらいたかった。後ろの方にい
たので、誰が発言したのかも全くわかりませんでした。傍聴を記録したものを後で参加者に配布していただけるよう希望します。

いつも同じような消費者団体の代表が発言者に選ばれていますが、時には少し過激な発言をしている団体のメンバーをまじえる事も必要ではないかと思います。

傍聴者にも意見を求めることは共感できた。

生産者、行政、学識経験者、消費者すべてのこうした課題への危機管理が弱いように思う。

食品の安全確保、消費者の安心、生産者の経済的な不安を同一の場で論じるのは、困難ではないかと思う。早急にワクチン効果についての検討を進め、万一、接種が必要と判断される事態に備
えていかなければならない。

重大なテーマの割には時間が短すぎる。傍聴者にも意見・議論を述べる機会が殆どなかった。ＯＩＥの基本的な考え方（とう汰とワクチン非使用）は貿易上の理由が主と聞く。鶏産業は輸出は
重要ではないので、国内養鶏産業をまもるため、ワクチンは使用すべき。サブユニットワクチンの効果が報告されている。（Ｖａｃｃｉｎｅ17（1999））このような抗原（ｒＨ5及びｒＨ7）と
同等な抗原を国レベルで開発しワクチン化すべきでは？超短期的にはこの抗原を購入してワクチン開発することも検討すべきではないか？

発言者は自分の名前を大声で語ってから発言すること。そうでないと誰の発言か全然判らない。私のような消費者はワクチンの使用についてはどうでもよいのです。

テーマが大きいほど時間を十分に取って小さなテーマ別に実施してもらいたい。

ご苦労様です。勉強になりました。

生産者と消費者の団体も加わった以上、このような話し合いは、民間が設営しないと実のある話し合いにならないのではないか。今回の事例は責任者の自殺など酷すぎるし生々しすぎる。民間
の設営するシンポなどではもっと明るく、前向きな討論が可能な様に感じた。

ご努力の程をありがとうございます。おかげ様にて最前線の知識を得ることができました。

生産者の立場を聞く機会は意外に少ないので今日は参考になった。それに対して消費者は、自身の認識の不足や思いこみによる不安のほうが大きいのではないか。

弁解のための発言はいらない。前向きの姿勢を示す発言が欲しい。発言者をどうして選んだかがいつも判らない。自分たちに都合の良い人を選んだとしか思えない。もっと声の大きい人、選ば
れたたことに責任感を持つ人などを選ぶこと。声がかかったから喜んで出席するような人は困る。どのような理由でこの人々を選んだかを知らせること。



自由記入欄

事務局より

一般の量販店に展示し、販売されているものは検査を通過したものでしょうか？

これまでは、生産者（いわゆる一次産品）との適切なコミュニケーションは少なかったように思います。消費者と生産者のコミュニケーションは更に必要と感じました。特に寺門先生の人への
影響を常に頭に入れておくことが必要であるとする指摘は妥当と思われます。また、見上先生のサジェスチョンもまた適切に思いました。

開始時間をすぎても報道関係者席が残っていたのはいかがなものかと思いました。結局最後まで空席が残りました。

人用、鶏用の（良い）ワクチンの開発。鶏用ワクチンの早期使用。マスコミ対応（規制）－京都の２例目はマスコミが原因では？。産官学で決める。学（官）の委員会に産を入れる。

ＢＳＥが国民の忘却のかなたにいってしまいました。インフルエンザもいずれ国民から忘れられる事でしょう。もし、そうなってもこのような会を行ない、地道な努力をする必要があると思い
ます。これをしなければ、これからも同じ事が何度もおこるはずです。

アンケートもご協力いただいた方には大変ありがとうございました。
今回いただいたご意見は、担当者に伝えました。
事務局に対しての「会場が狭い」「発言者の声が聞き取り辛い」等のご意見に関しましては、今後改善していけるよう努めてまいります。
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おります。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
配信しておりますのでご利用ください。

インターネット環境をお持ちでない方で資料が必要な場合は、お手数ですが下記までご連絡下さい。
（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

（1）今日の意見交換会で①ワクチンがどんなものか②ワクチンはいつどのように使うとよいかなどが良く判りました。しかしこの知識は、消費者にとってはあまり役に立たないと言うか関係
のない知識です。消費者がもっと安心したいという気持を満足させるような意見交換会をやって欲しいと思いました。（2）今日私が理解したことは①生産者が早い発見をするにはどうしたら
よいかは真面目な生産者なら当然自分で毎日のことですから判っていると思います②この早い発見をどうしたら早い報告に結びつけるのか③この早い報告に対して行政がどのように対応しどの
ような処置をとるかが重要なことであるということです。この、②と③の２つのことを生産者と行政がどのように考えて話し合い、具体策をまとめているかが心配です。

加熱すれば安全なのでしょうか？免疫力は考慮に入るのでしょうか？厳しすぎても食糧難を招くでしょうに！

鶏舎の容積が少ないですね、オシクラマンジュウだけでも病気になるでしょうに。

戦争中にガソリン無しのために運搬に荷馬車にとり替えた時代の経験ですが、荷馬車の馬でさえもタタミ３枚ぐらいの舎に一頭づつ置いていましたので、鶏舎は刑務所のどく房よりもひどいで
すね。とり達の健康を守りましょう。

鳥インフルエンザの問題以外にも、今後予想される問題に対して事前の意見交換や情報収集に積極的に動くべきである。

学識者の話が誘導的だと思う。いつまでに何をするか具体的に聞きたい。マスコミを逆に利用して消費者に安全につきアピールしては。主婦はカタイＴＶは見ません。

テレビ報道によればオランダでは50？～年振りのインフルエンザの発生とのことでした。ウィルスの再発に周期があるのでしょうか？（戦後には映画でパスツールのドラマの記憶があります
が、蘭であったか何であったかわかりませんが・・・）

環境によって発生の拡大は渡り鳥の要素だと理解できて来ました。


